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■IA010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニティ福祉学入門 

(Introductory Studies on Community and Human Services) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

必修科目 

2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本学部およびコミュニティ政策学科で展開されているカリキュラムの中軸のひとつをなす，「コミュニティを基盤とする福祉」への多

角的なアプローチを学び，その特質を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究する学問領域を異にするコミュニティ政策学科の教員が，それぞれの領域に固有の視点から，「コミュニティ」について講義

する。授業はオムニバス方式で展開する。なお，各回の詳細な講義テーマは初回の授業で配付する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論と授業ガイダンス（三本松／木下）  

2. コミュニティ福祉の理念的基盤①（空閑）  

3. コミュニティ福祉の理念的基盤②（権）  

4. コミュニティと福祉政策①（北島）  

5. コミュニティと福祉政策②（原田）  

6. コミュニティと福祉政策③（外山）  

7. 「フィールドスタディ」について（コミ政教員全員） 

8. コミュニティ福祉学の実践①（藤井）  

9. コミュニティ福祉学の実践②（鈴木）  

10. コミュニティ福祉学の実践③（山口）  

11. コミュニティ福祉学の実践④（斉藤）  

12. コミュニティ福祉学の実践⑤（阪口）  

13. コミュニティ福祉学のまとめ（小長井）  

14. 講義の総括および評価基準の確認、「総括リアクションペーパー」の執筆（木下） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，テキスト『新・コミュニティ福祉学入門』を熟読すること。 

授業時間外の学習については，必要に応じて，講義や Blackboard を利用して伝達する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(42%)/毎回のリアクションペーパーの ABCD 評価(39%)/最終の総括リアクションペーパーの ABCD 評価

(19%) 

単位取得のためには 75%（3/4）以上の出席を必要とし，欠席 4 回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂田周一監修、2013、『新コミュニティ福祉学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18413-8) 

テキストについては，コミュニティ福祉学部にて購入し，学生に配付する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の終わりにリアクションペパーを記入してもらう。 

講義に関する連絡や情報提供等については，講義以外にも，Blackboard を利用する場合があるので，Blackboardおよび大学ア

ドレスのメールを適宜見るようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ウエルネス福祉演習 

(Seminar in Wellness as Human Service) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ストレスに満ち溢れた現代社会の中にあって、”癒し”について考えてみよう。 

担当者名 

（Instructor） 

濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

井手 拓郎(IDE TAKURO) 

学期 

（Semester） 
春期間外(Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

春学期集中 人数制限 30 名 

2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ストレスに満ち溢れた現代社会にあって、“癒し”の体験は、ウエルネス向上を考えるうえでとても重要な要素となる。ここでは自

然豊かな森に囲まれた環境の中で実際に“癒し”を体験し、癒しを導くノウハウについて学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 森、樹木、星、風、川、湖、香り、食、瞑想などを手掛かりとして、癒しを体験する。また、それらの活動による個人の内面の変化

を、内省や心理的指標、生理的指標を用い分析し、癒しの効果について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ウエルネス福祉とは何か 

3. 森の散策、森の中での瞑想 

4. 星空の観察、星空が秘める物語の探索 

5. 気功の体験 

6. 時間から解放される生活の体験：内省と思索の１日 

7. キャンプによる野外泊の体験：自然と共に過ごす１日 

8. カヌーによる湖のトレッキング体験：アクティビティの持つ癒し 

9. 人の持つ癒し：ウエルネスを実践した人々の紹介①星野道夫 

10. 人の持つ癒し：ウエルネスを実践した人々の紹介②名嘉睦稔 

11. 人の持つ癒し：ウエルネスを実践した人々の紹介③ナイノア・トンプソン 

12. 人の持つ癒し：ウエルネスを実践した人々の紹介④木村秋則 

13. 人の持つ癒し：ウエルネスを実践した人々の紹介⑤飯村史彦 

14. 内省と、癒しに関する物語づくり① 

15. 内省と、癒しに関する物語づくり② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackboard上にて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各プログラムへの参加意欲，態度(70%)/課題のレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 星野道夫、1993、『旅をする木』、文春文庫 (ISBN:978-4-16-751502-7) 

 

参考文献（Readings） 

随時、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】８月６日（月）～1０日（金）４泊５日 

【宿泊先】新潟県魚沼市銀山平温泉 湖山荘 

【事前ガイダンス】７月 1６日（月）12：20～13：00 新座キャンパス５号館４階濁川研究室 

【参加費用】39,000 円。但し交通費別 

 

注意事項（Notice） 
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■IA025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA025／ノーマライゼーション論 

(Normalization) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の多様性を受容する共生社会の実現に向けて，私たちが今，為すべきことを考える 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ノーマライゼーション理念の誕生と発展過程が意味する現代的意義と今後の課題について理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

ノーマライゼーション理念の「人権・平等の思想」，「障害者の障害を理解し相互の存在を受容すること」，「ノーマルな生活条件」

を提供するという理念の背景となる「共生原理」の視点を学ぶ。そして，障害者福祉の視点から多様な人間への支援（ケア）実践

とコミュニティ（地域社会）における福祉的な社会問題や福祉文化との関わりについても考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「ノーマライゼーション論」との出会いとは 

2. なぜ「ノーマライゼーション論」を学ぶのか・・さまざまな視点を手がかりとして 

3. スウェーデンの「１９４６年におけるノーマライゼーション原理」の位置と意義 

4. ノーマライゼーション原理の誕生：バンクミケルセンの生涯（１） 

5. レジスタンス・平和思想としてのノーマライゼーション原理の誕生（２） 

6. B.ニィリエの「ノーマライゼーション原理の構築：８つの側面」の意義 

7. W.ヴォルフェンスベルガーのノーマライゼーション原理の北米における展開（１） 

8. 北米における：ヴォルフェンスベルガーのノーマライゼーション原理の展開（２）＝ソーシャルロール・バロリゼーション（SRV）

とは何か= 

9. ノーマライゼーション理念の法的な具現化が意味するもの 

10. ノーマライゼーション理念の実現化へのアプローチの方法＝バリアフリーからユニバーサルデザインへ＝ 

11. ノーマライゼーション理念と障害者の自立生活センター（CIL）運動の軌跡 

12. ノーマライゼーション理念の展開として施設ケアとコミュニティ・ケアを考える 

13. ノーマライゼーション理念と福祉文化の眼差し＝「アール・ブリュト」（アウトサイダーアート）の発見と日本の「エイブル・アー

ト」実践への展開 

14. まとめ：ノーマライゼーション理念が，今の社会・私たちに問いかけること 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて適宜課題を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート(20%)/出席および授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 結城俊哉編著、２０１８、『＜ともに生きる＞ための障害者福祉学入門』、大月書店 

テキストのほかに，必要な教材のプリント等がある場合には配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. ベンクト・ニィリエ、2008、『再考・ノーマライゼーションの原理』、現代書館 (978-7684-3483-3) 

2. 花村春樹、1998、『「ノーマライゼーションの父」N・E・バンクミケルセン』、ミネルヴァ書房 (4-623-0294-6) 

3. 結城俊哉、2016、『ケアのフォークロア』、高菅出版 (ISBN:978-4-901793-62-9) 

4. シュラミット・レイモン、1995、『コミュニティケアを超えて』、雄山閣出版 (ISBN:4-639-01319-1) 

5. ヴォルフェンスベルガー、1982、『ノーマリゼーション−社会福祉サービスの本質ー』、学苑社 (ISBN:4-7614-8210-9) 

6. 服部 正、2003、『アウトサイダー・アート＝現代美術が忘れた「芸術」』』、光文社新書 (ISBN:4-334-03214-1) 

7. 椹木野衣、2015、『アウトサイダー・アート入門』、幻冬舎新書 (ISBN:978-4-344-98375-5) 

その他，講義の進度にあわせて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IA031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理１ 

(Information Processing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 武司(MATSUO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

同一内容２時限開設，１時限のみ履修可 

人数制限 80 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文書作成技法、ネット活用、表計算や初歩的な統計処理を通し、学生生活だけでなく、福祉現場や社会人として活用できる情報

処理スキルを取得する。また、その基礎となるタイピングや学内システム・メール・ファイル管理操作を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大きく分け 5 つの内容を学び理解を深めスキルを習得する。 

 

（１）キーボード入力と速度向上のためタッチタイピング 

（２）学内システムやファイル・フォルダ等の理解 

（３）検索サイト活用のノウハウや著作権の取り扱い 

（４）Wordを使用したレポート・ビジネス文書作成 

（５）Excel を使用した表作成・分析の実施 

 

実習科目であるため出席を前提とする。 

欠席した場合は各自で自習・課題作成に取り組むこと。 

また、学内のメール確認をすること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと学内システムへのアクセス・解説 

2. タッチタイピングとメールの活用 

（メールマナー、署名、検索、フィルタ設定） 

3. ファイル・フォルダ操作と検索サイト活用の理解 

4. Wordを使用したポスター作成 

5. Wordを使用した文章作成 

6. 引用ルール等を踏まえ文章の内容を深める 

7. Word総括としてレポート書式・ルールに沿った文章作成 

8. Excel を使用した表作成 

9. Excel 表計算の基礎 

10. Excel 関数の基礎 

11. Excel 関数の応用 

12. Excel 集計とグラフ 

13. Excel 総括として比較・分析 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

タッチタイピングは毎回の講義で実施するだけでなく講義外でも練習してください。 

各課題は次の講義で使用する題材となることが多いため、期限までに各自で取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の講義への出席と課題提出(60%)/授業の積極的な参加やコミュニケーション力(10%)/最終課題(30%) 

出席よりも課題の提出と完成度を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の授業時に配布。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜紹介する。 
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注意事項（Notice） 
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■IA032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理２ 

(Information Processing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 武司(MATSUO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

同一内容２時限開設，１時限のみ履修可 

人数制限 80 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報を他者に伝える手法としてスライド資料作成・プレゼンテーション技法や、情報の表現方法である画像・動画について学ぶ。

また、スマートフォンの普及に伴い手元にある情報としての画像・動画の活用を意識すると共に、クラウド等のネットサービスの活

用について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大きく分けて 5 つの内容を学び、理解を深めスキルを習得する。 

 

（１）クラウド活用や情報共有 

（２）著作権の理解と活用 

（３）情報表現手法としての画像の理解と作成 

（４）情報表現手法としての動画の理解と撮影・編集 

（５）プレゼンテーション技法を踏まえたスライド作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと学内システムへのアクセス・解説 

2. クラウドを活用したアンケート作成と情報共有 

3. 著作権の理解と活用 

4. 情報の表現方法である画像の理解と作成 

5. クラウドを活用した画像の作成基礎 

6. 画像の作成応用 

7. 情報の表現方法である動画の理解 

8. 動画の撮影と情報共有 

9. 動画の編集基礎 

10. チームによる動画の撮影と情報共有 

11. チームによる動画の編集基礎 

12. チームによる動画の編集応用 

13. プレゼンテーション技法を踏まえたスライド作成 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・各課題は次の講義で使用する題材・スキルとなることが多いため、期限までに各自で取り組むこと（特に動画作成は講義時間

外での取り組みが求められる）。 

・課題作成に 2-3 名のチームを構成する場合があり、講義内で説明した ICTスキルや知識を駆使し、意思疎通や役割を果たす

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の講義への出席と課題提出(70%)/授業の積極的な参加やコミュニケーション力(20%)/最終課題(10%) 

出席よりも課題の提出と完成度を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の授業時に配布。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜紹介する。 

※「情報処理１」相当の内容理解や技術習得をしていることが望ましい 
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注意事項（Notice） 
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■IA036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA036／キャリア形成論１ 

(Career Development 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現場実践から社会福祉の仕事や活動を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
奥田 亜由子(OKUDA AYUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉の学びが，卒業後の実践とどのようにつながっているかを実践者から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

児童，障害，高齢，地域，精神，医療のソーシャルワーカー等の領域に即した実践者を招き，大学の学びと社会に於ける実践，

キャリア形成をどのように積み上げるかに関して実践的な論議を行う。自分自身のキャリア形成のためのライフプランを作成し，

講義期間から実施し，モニタリング及び評価していく。なお，ゲストの依頼の都合により，授業計画の順序は入れ替わりがある。

授業の中で，決定しだい説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉とキャリア形成のオリエンテーション，先生自身のキャリア形成プロセスの解説と意見交換 

2. ICFを活用した自分自身の把握と心身しょうがい児や児童養護施設などの現場の現状と課題に関する講義（事前学習） 

3. 児童福祉領域の実践者から，現場の仕事とキャリア形成の話を聞き，論議する。 

4. 自分自身のキャリア形成のためのライフプラン作成および身体障害，知的障害などの現場の現状と課題に関する事前講義 

5. 障害福祉領域の実践者から，現場の仕事とキャリア形成の話を聞き，論議する。 

6. 施設やデイサービス，認知症ケア，有料老人ホームなどの現場の現状と課題に関して事前講義 

7. 高齢福祉の実践者から，具体的な話を聞き，論議する。 

8. 社会福祉協議会や地域包括支援センターなど地域における現状と課題に関して事前講義 

9. 地域福祉領域の実践者から，現場の仕事とキャリア形成の話を聞き，論議する。 

10. 精神病院や精神保健福祉領域の現場の課題に関して事前講義 

11. 企業経験をした上で，福祉の人材育成の実践者から，現場の仕事とキャリア形成の話を聞き論議する。 

12. 病院や在宅療養など医療現場や医療連携の現状と課題に関する事前講義 

13. 医療ソーシャルワーク・医療連携ソーシャルワーカーの実践者から，キャリア形成の話を聞き，論議する。 

14. 社会福祉とキャリア形成の総論とまとめ（相互討論） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分自身の学生生活の中での他者とのかかわりや，ボランティア活動など，福祉にかかわる活動を自主的に取り組む。また，講

義の中で領域ごとに課題を提示する。ホットなニュースを活用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回のレポート提出(60%) 

欠席 4 回以上で D 評価 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥田亜由子共著、2012 年、『サービス担当者会議マニュアル』、中央法規 (ISBN:ISBN978-4-8058-3554-8) 

2. 野中猛、2014 年、『多職種連携の技術』、中央法規 (ISBN:ISBN 978-4-8058-5057-2) 

3. 高室成幸、2017 年、『施設ケアプラン記載事例集』、日総研 (ISBN:ISBN-978-4-7760-1821-6) 

授業で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA037／キャリア形成論２ 

(Career Development 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分らしいキャリアとは何か？ 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 宏子(KIKUCHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

他人の経験から、自分の今を見つめ、将来図を描く 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様なゲストによる『生き方・働き方』に関するレクチャー、ワークショップ、グループワークなどを通じて、大学生活、学部・学科で

の学びが、どのように「自分なりのキャリア」と紐づくかを考える授業です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（キャリア形成論授業概要の説明・教員の紹介・成績と評価について） 

2. レクチャー：キャリア形成論授業内容について詳細説明（ゲスト紹介など） 

ワークショップ：自分と向き合う 

3. レクチャー：ゲストを迎えるにあたり 

レクチャー＆ワークショップ：コミュニケーションについて（自分のことを知ってもらう方法、そして大学生だからできる自分を

売り込む方法） 

4. レクチャー＆ワークショップ：メンターとカレッジプライドについて（繋がりの可能性と限界） 

5. ゲストスピーカー１ 

リアクションペーパー⑴ 

6. ゲストスピーカー２ 

リアクションペーパー(2) 

7. 中間統括 

8. ゲストスピーカー３ 

リアクションペーパー⑶ 

9. ゲストスピーカー４ 

リアクションペーパー (4) 

10. レクチャー＆ワークショップ：自分を客観視する機会とは（留学などについて） 

11. ゲストスピーカー５ 

リアクションペーパー (5) 

12. ゲストスピーカー６ 

リアクションペーパー (6) 

13. 全体統括・自己評価 

14. 最終日：授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゲストスピーカーに関するリサーチなど 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/出席および授業態度(40%)/課題/リアクションペーパー(30%) 

学生証がない場合は、欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IA057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／異文化スタディ 

(Cross-Cultural Study) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
春期間外(Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
春学期期間外科目 人数制限 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フィジーの語学学校にて会話及び TOEIC スコアを含む英語力を強化する。ホームステイを通して、異文化を体感する。更には世

界で一番幸福と言われるフィジーにおける幸福論やコミュニティの形、或いは社会問題を実際に見ることで、日本とは異なるコミュ

ニティについて学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

語学学校において、午前中から午後の一部まで英語語学クラスに参加し、英語語学クラス後は TOEIC コースに参加して会話

力、TOEIC スコアを含む英語力の向上をはかる。また滞在期間中はホームステイすることで異文化理解を深める。加えて、フィジ

ー社会における幸福論、コミュニティの形、或いはフィジーの社会問題を見て、考えるソーシャルスタディを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英語クラス+TOEIC クラス 

2. 英語クラス+TOEIC クラス 

3. 英語クラス+TOEIC クラス 

4. 英語クラス+TOEIC クラス 

5. 英語クラス+TOEIC クラス 

6. ソーシャルスタディ １－１ 

7. ソーシャルスタディ １－2 

8. 英語クラス+TOEIC クラス 

9. 英語クラス+TOEIC クラス 

10. 英語クラス+TOEIC クラス 

11. 英語クラス+TOEIC クラス 

12. 英語クラス+TOEIC クラス 

13. ソーシャルスタディ 2－1 

14. ソーシャルスタディ 2－2 

15. ソーシャルスタディ 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

渡航に向けたオリエンテーション及び危機管理オリエンテーションを別途行う。 

オリエンテーション時に参考文献リストなどを別途指示する。事前に予習、復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現地での成績、Certificate, 社会見学における報告レポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示をする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 永崎祐麻、1512 円、『世界で一番幸せな国フィジーの世界で一番非常識な幸福論』、いろは出版 (ISBN:4902097982) 

・渡航時期については、8 月上旬から 2 週間程度の予定。 

・募集定員（10 名）を超えた場合、学部生でかつ学年が上の者を優先する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA070 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA070／ウエルネス福祉論 

(Wellness as Human Service) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『よりよく生きる』とは、どういう事か。真剣に考えてみよう。 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ウエルネスとは何かを理解し、『よりよい生き方とは何か』というテーマに関して、色々な観点から深く考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ウエルネスとは個人が身を置いている特定の環境の中にあって、その個人が持っている潜在能力を最大限に引き出すための

総合的な働きかけのことである。ウエルネスの実践にあたっては、個人を取り巻くコミュニティや環境が重要な関わりをもち、“生き

がい感”に根ざした充実した生き方に対する感受性こそが、大切な役割を担う。この授業ではウエルネスを構成する要素、すなわ

ち、①生きがい感、②健康観、③生活環境の基本的考え方について学び、福祉との係わりの中で、ウエルネスを実践するための

具体的アプローチについて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：この授業では以下の内容に関して講義する。それを前提に、ウエルネスの理解を深めるための議論を

する。 

2. ①ウエルネスとは何か。 

3. ②ウエルネスと全人的 QOL。 

4. ③ウエルネスと霊性：生きがい感の構築 

5. ④ウエルネスと霊性：ブレイクスルー思考 

6. ⑤環境問題とスピリチュアリティ 

7. ⑥原発から見た環境問題１ 

8. ⑦原発から見た環境問題２ 

9. ⑧身体に障害を持つ事の意味を考える（１） 

10. ⑨身体に障害を持つ事の意味を考える（２） 

11. ⑩ウエルネスを実践した生き方（１）星野道夫を題材にして（１） 

12. ⑪ウエルネスを実践した生き方（２）星野道夫を題材にして（２） 

13. ⑫ウエルネスを実践した生き方（３）『人はなぜ治るのか』 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackboard上にて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 濁川孝志、2017、『星野道夫の神話』、コスモス・ライブラリー (978-4-434-23318-0C0011) 

その他、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記の内容と関連し、ゲストスピーカーの方を複数お呼びする予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA076／現代キリスト教人間学 

(Christian Anthropology) 

担当者名 

（Instructor） 
賈 晶淳(KA JUNG SOON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代人の多くは様々な原因によって自己を喪失しつつある。 

それにキリスト教はどう応えているのかを考察する。 

同時に主体的考察能力の増進を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

聖書と資料をもとにキリスト教における人間の理解について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題意識 

2. ナビゲーション 

3. 心臓の色 

4. 神話の裏 

5. Who am I? 

6. 物語 

7. 隣人 

8. 共感 

9. エロスとアガペ 

10. コミュニタス 

11. 投企 

12. スタートライン 

13. 召命と責任 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回配布する次回のための資料を読み、考察すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席および授業態度(30%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書』、日本聖書協会 

必要な部分は授業中配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA077 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA077／コミュニティ福祉とキリスト教 

(Community Welfare and Christian Communities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ福祉の源泉としてのキリスト教の根本思想を知る 

担当者名 

（Instructor） 
金井 美彦(KANAI YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教が本来持っている根本的な福祉への意志を、聖書とキリスト教の歴史から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 キリスト教はコミュニティ福祉の源泉といってもよい。そこでキリスト教の成立とその後の足取りを、特に聖書の言葉を中心に学

ぶとともに、この宗教がコミュニティ福祉にとって実際にどのような役割を果たしてきたのかを考察する。映像資料も用いる予定で

ある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 コミュニティとは何か 

2. コミュニティの起源――家族、地域社会、会社、国家 

3. 旧約聖書に見られる福祉の思想（１） 世界における人間の位置づけ 

創造と失楽園の物語 

4. 旧約聖書に見られる福祉の思想（２） 痛み、悲しみ、差別、憐みと愛 

『出エジプト記』・『レビ記』・『申命記』から 

5. 旧約聖書に見られる福祉の思想（３） イスラエル宗教共同体の社会倫理 

『箴言』にみる生活の知恵、祝祭と共同体 

6. 新約聖書に見られる福祉の思想（１） イエス・キリストの活動－隣り人となる 

7. 新約聖書に見られる福祉の思想（２） 貧困・差別・障がい・病からの救い 

8. 新約聖書に見られる福祉の思想（３） 信仰と希望と愛 新しい共同体 

信仰に基づく共同体が家族や地域を包摂する 

9. キリスト教の歴史と社会倫理（１） 人の生涯を包括し、意味づけ、支えるカトリック教会 

10. キリスト教の歴史と社会倫理（２） 教育と福祉 

病院、幼児教育、ホスピスなど 

11. キリスト教の歴史と社会倫理（３） 日本の宗教とキリスト教 

12. コミュニティ福祉の向上とキリスト教社会活動（１） 

マザーテレサの活動 

13. コミュニティ福祉の向上とキリスト教社会活動（２） 

賀川豊彦、留岡幸助、石井十次 

14. まとめ―コミュニティ福祉を支えるキリスト教の理念 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で示した資料や文献をできるだけ読む 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(30%)/出席および授業態度(20%) 

30 分以上の遅刻は原則欠席扱い。授業回数の３分の 1 を超える欠席は失格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 『聖書 新共同訳』、日本聖書協会 

授業中に提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IA090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会調査法 

(Methods of Social Research) 

担当者名 

（Instructor） 

阪口 毅(SAKAGUCHI TAKESHI) 

濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
同一内容で別時限開講，学科指定有 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の意義・背景・方法に関わる基本的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、これから社会調査を本格的に学ぶ学生を対象に、社会調査の意義・背景・方法に関わる基本的知識を解説する。

各回の授業では、さまざまな社会調査の手法やデータ収集・分析のプロセス、社会調査の歴史と調査倫理などについて説明す

る。あわせて、官庁統計や既存の質的・量的調査のデータを読み解く力を身につけることを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会調査の歴史 

3. 社会調査の企画と設計 

4. 量的調査の基礎（1）──質問紙調査の実施方法とサンプリング 

5. 量的調査の基礎（2）──質問文・選択肢のつくり方 

6. 質的調査の様々な方法（1）──参与観察とインタビュー 

7. 質的調査の様々な方法（2）──ドキュメント分析 

8. 量的調査の集計・分析（1）──度数分布と代表値 

9. 量的調査の集計・分析（2）──ばらつきを表す統計量 

10. 量的調査の集計・分析（3）──関連性を表す統計量 

11. 量的調査の集計・分析（4）──統計的検定の考え方 

12. 社会調査の注意点と倫理 

13. 社会調査を読む（1）──質的データの例 

14. 社会調査を読む（2）──量的データの例 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の配付資料・ノートをよく読み返し、復習すること。疑問点については、参考文献などで調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

単位修得のためには、3 分の 2以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業では配付資料を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷信介・他、2013、『新・社会調査へのアプローチ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA092／人権論 

(Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代社会における人権問題 

担当者名 

（Instructor） 
柳原 由以(YANAGIHARA YUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活において人権を意識することは多くはありません。しかし、人権とは何かを最低限知っておくことは、社会に出て自分や

自分にかかわる人の権利を守るうえで必要なことだと思っています（知っていれば権利を守れるものではありませんが、知らなけ

ればそもそも不当な扱いを受けていることにすら気が付けません）。また、日本社会における常識・多数派意見は、時に、患者、

障がい者、外国人・LGBT といったマイノリティといわれる人々の権利を抑圧し、無意識のうちに他者を傷つけることがあります。 

授業を通じて人権についての基本的な知識・思考力を身につけ、自他の権利について思い至ることのできる教養を身に着けても

らうことが、人権論の目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 裁判例や社会問題を素材として、 

・「人権」という概念が、歴史上どのように、何のために確立してきたのか。 

・現代における「人権」とは、どのような権利であり、その根拠はどこにあるのか。 

・日本の現状において「人権」がどのような場面でどうして問題になっているのか 

 について講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「人権」という概念が確立した歴史（+イントロダクション） 

2. 思想信条の自由（国旗国歌法から） 

3. 表現の自由（報道の自由の側面から） 

4. 表現の自由（ヘイトスピーチ） 

5. 生存権（日本における貧困） 

6. 平和的生存権（憲法 9 条） 

7. 学問の自由 

8. 選挙権 

9. 女性の権利 

10. 性的マイノリティの権利 

11. 外国人の人権 

12. 障害者の人権 

13. 患者の人権 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にパワーポイントや資料をネット上に UP します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA095／福祉文化論 

(Cultures in Human Services) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「福祉文化とは何か」を探求することを通して暮らしの中から福祉を発見する力を育て

る。 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「福祉文化とは何か」、福祉文化の目指すものとは一体「何か」を理解し、児童福祉・高齢者福祉・障害者の遊び・芸術・スポーツ・

宗教・メディア・ジェンダーなどの各領域を貫く「福祉文化」のあり方を通して，現代社会を理解する方法として「福祉文化」が果た

すべき役割について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「福祉」と「文化」をつなぐ構成要素は何かについて，日常の暮らしの中や，メディアの中で取り上げられる「福祉問題」についての

感性を磨くための視点について考えます。その手がかりとして，新聞，テレビ，漫画，映画等で描かれると福祉文化について「さま

ざまな社会問題を素材としながら考えてみたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化の福祉化活動と福祉文化 

2. 市井の暮らし・民俗と福祉文化 

3. スポーツ活動と福祉文化 

4. 芸術（アート）と福祉文化 

5. 宗教と福祉文化 

6. メディアと福祉文化 

7. 世界の社会問題（１００人村）と福祉文化 

8. 教育と福祉文化 

9. 企業活動と福祉文化 

10. 終活ブームと福祉文化 

11. 社会的弱者問題と福祉文化 

12. ジェンダー・おひとりさま問題と福祉文化 

13. 震災コミュニティ問題と福祉文化 

14. まとめ（傾向と対策） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で紹介する参考文献を読み、ニュースや様々な事例について授業内容と照らし合わせながら再検討していくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席及び課題レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありませんが，適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大田昌秀・浅井春夫・結城俊哉他、2015、『戦争と福祉についてボクらが考えていること』』、本の泉者 (ISBN:978-4-7807-

1207-0) 

2. 一番ヶ瀬康子、1997、『福祉文化へのアプローチ』、ドメス出版 (ISBN:4-8017-0456-4) 

3. 日本福祉文化学会監修、2001、『障害者と福祉文化』、明石書店 (ISBN:4-7503-1471-4) 

4. 結城俊哉編著、2018、『＜ともに生きる＞ための障害福祉学入門』、大月書店 

必要に応じて授業内で資料を配布、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出席重視科目です。受講生の積極的な参加をお願い致します。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA096 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA096／生涯スポーツ論 

(Lifetime Sports) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツプロモーション論の視点から生涯スポーツを考える 

担当者名 

（Instructor） 
菊 幸一(KIKU KOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

従来の「スポーツ振興」の概念とは異なるスポーツプロモーションの視点から生涯スポーツ論の性格，内容，展開の現状や特徴

について理解する。この科目は、学部共通科目という科目群のひとつである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツプロモーションの視点から生涯スポーツとは何かを明らかにし，これに基づいて諸外国におけるスポーツライフスタイル，

わが国におけるスポーツの組織化をめぐる課題，多様なスポーツライフスタイルの構想，生涯スポーツの課題と展望等について

概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的，内容，方法，評価等の説明 

2. スポーツプロモーション論の視点からみた生涯スポーツ；社会の構造変動から 

3. 日本の生涯スポーツ論の特徴と課題；生涯教育論か、学習社会論か 

4. 現代スポーツ論としての生涯スポーツ論の重要性 

5. 生涯スポーツ論検討の視点と課題；歴史的視点と公共性の課題 

6. 21 世紀スポーツビジョン構想の方法論と課題 

7. 生涯スポーツを障害者スポーツの視点から考える；ビデオ学習（小レポート） 

8. 諸外国におけるスポーツライフスタイル（１）；イギリス 

9. 諸外国におけるスポーツライフスタイル（２）；ニュージーランド 

10. 諸外国におけるスポーツライフスタイル（３）；ベルギー 

11. 生涯スポーツを支える組織；競技スポーツ団体（NF） 

12. 生涯スポーツを支える組織；レクリエーションスポーツ団体(RS)と商業スポーツ団体（CS） 

13. スポーツ空間論から考える生涯スポーツにつなぐ集団と組織のあり方 

14. 日本の生涯スポーツをプロモーションしていくための課題；多様なライフスタイル構想とスポーツ組織 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・テキスト『スポーツプロモーション論』を必ず予習しておく。 

・テキストに基づく予習レポートは、以下のテーマで 3 回にわたって課す。 

 １）スポーツプロモーションビジョンの検討 

 ２）諸外国におけるスポーツライフスタイル 

 ３）スポーツの組織化をめぐる現状と課題 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内での小レポートおよび予習レポート(40%) 

単位修得のためには、いかなる欠席事由があろうと 70％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐伯年詩雄監修，菊幸一ほか編著、2006 年, 2,200 円＋税、『スポーツプロモーション論』、明和出版 (ISBN:4-901933-12-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋健夫ほか編著、2012 年, 2,000 円＋税、『基礎から学ぶスポーツリテラシー』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-26741-9) 

2. 井上俊・菊幸一編著、2012 年、『よくわかるスポーツ文化論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06118-1) 

3. 澤江幸則ほか編著、2014 年、『身体性コンピテンスと未来の子どもの育ち』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4111-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）テキストに基づき、板書の講義中心とするが、随時、視覚（ビデオ）教材を用いる。 

2）受講人数によっては、予習レポートに基づき、随時、小グループによる議論を行う予定である。 
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注意事項（Notice） 
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■IA097 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA097／社会保障総論 

(Social Security Methodology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会保障制度の生成・発展の歴史を理解し、さらに、社会保障の本質・機能・理念・体系についてそれぞれ理解しましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会保障の歴史は、資本主義の発展と共にあると言っても過言ではありません。最初に社会保障の歴史から、労働者・国民の

広範な運動が社会保障の発展を支えてきたことを学びます。次に、社会保障の理念の変遷をたどり、その意義を学び、さらに社

会的排除や運動の課題を学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会と社会保障 

2. 社会保障と基本的人権の歴史的展開１ 

3. 社会保障と基本的人権の歴史的展開２ 

4. 社会保障の源流と理念１ 

5. 社会保障の源流と理念２ 

6. 社会保障の発展過程１ イギリス 

7. 社会保障の発展過程２ ドイツ 

8. 社会保障の発展過程３ 日本 

9. 社会保障をめぐる最近の動向１ 

10. 社会保障をめぐる最近の動向２ 

11. 社会保障の体系１ 

12. 社会保障の体系２ 

13. 社会保険と私的保険の関係１ 

14. 社会保険と私的保険の関係２ 

15. 全体のまとめ、試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当部分について読んでおいてください。 

復習：社会保障制度の歴史や発展過程を踏まえ、社会保障の考え方を理解してください。社会保障に関する新聞記事等も、常日

頃読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2016、『増補改訂基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 (ISBN:ISBN978-4-88037-649-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭他、2017、『高齢期社会保障改革を読み解く』、自治体研究社 (ISBN:978-4-88037-671-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

厚生労働省 

社会保障審議会医療保険部会 

社会保障審議会介護保険部会 

社会保障審議会障害者部会 

社会保障審議会生活保護基準部会 

 

注意事項（Notice） 
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■IA100 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA100／生命倫理 

(Bioethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
暮らし，環境，人生の視点から考える「生命倫理」 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「いのち」について生命，生活，人生の視点から具体的に考え，現代社会における課題を理解し，自分のことばで応答することが

できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニティ福祉学部は「いのちの尊厳のために」を基本理念としている。本講義では，おもに生命倫理学，環境倫理学の議論を

参照しながら，「いのち」をめぐる現状を批判的に検討し，具体的代替案について議論を通して学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：コミュニティ福祉学部学部理念「いのちの尊厳のために」を考える 

2. 生命倫理の視点からの検討（１）：成立背景 

3. 生命倫理の視点からの検討（２）：基礎概念 

4. 生命倫理の視点からの検討（３）：主要論点 

5. 生命倫理の視点からの検討（４）：ケース検討 

6. 環境倫理学の視点からの検討（１）：成立背景 

7. 環境倫理学の視点からの検討（２）：基礎概念 

8. 環境倫理学の視点からの検討（３）：主要論点 

9. 環境倫理学の視点からの検討（４）：ケース検討 

10. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：地元学 

11. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：トランジションタウン 

12. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：エコビレッジ 

13. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：持続可能な福祉コミュニティ形成 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で配布した資料は次回までに読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

教場レポート(40%)/リアクションペーパー(40%)/授業への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業において配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業において紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA101／いのちの倫理学 

(Life Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
暮らし，環境，人生の視点から考える「生命倫理」 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「いのち」について生命，生活，人生の視点から具体的に考え，現代社会における課題を理解し，自分のことばで応答することが

できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニティ福祉学部は「いのちの尊厳のために」を基本理念としている。本講義では，おもに生命倫理学，環境倫理学の議論を

参照しながら，「いのち」をめぐる現状を批判的に検討し，具体的代替案について議論を通して学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：コミュニティ福祉学部学部理念「いのちの尊厳のために」を考える 

2. 生命倫理の視点からの検討（１）：成立背景 

3. 生命倫理の視点からの検討（２）：基礎概念 

4. 生命倫理の視点からの検討（３）：主要論点 

5. 生命倫理の視点からの検討（４）：ケース検討 

6. 環境倫理学の視点からの検討（１）：成立背景 

7. 環境倫理学の視点からの検討（２）：基礎概念 

8. 環境倫理学の視点からの検討（３）：主要論点 

9. 環境倫理学の視点からの検討（４）：ケース検討 

10. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：地元学 

11. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：トランジションタウン 

12. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：エコビレッジ 

13. 持続可能な福祉コミュニティの視点からの検討：持続可能な福祉コミュニティ形成 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で配布した資料は次回までに読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

教場レポート(40%)/リアクションペーパー(40%)/授業への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業において配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業において紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理３ 

(Information Management 3) 

担当者名 

（Instructor） 
番匠 一雅(BANSHOU KAZUMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 80 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，福祉分野での具体的業務を想定した課題にそって，MS-Windows 環境でのソフトウェア・ネットワーク技術の習得を

目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高度情報社会の到来により，生活の中のあらゆる場面で情報技術を使いこなす知識と技能が求められている。福祉分野でも，サ

ービスの利用形態が「措置」から「契約」へと大きく変化する中で，ニーズ情報，サービス情報，処遇情報等の福祉情報の意識

的，積極的な流通，活用が必要になっている。本講義では，これらの技術を習得するために次の項目を学習する。 

１）情報検索：WWW の閲覧による，目的に適った情報の効率的・効果的な収集。情報源の収集，整理，活用。 

２）情報の受発信：電子メールソフト，ホームページ作成ソフト等を使った，特定・不特定の個人及び団体間での情報の受発信。 

３）文書作成：ワープロソフトを使った簡潔で分かりやすい文書の作成。定型文書の作成，編集，保存。 

４）情報共有化：電子メールソフト，ホームページ作成ソフト，データベースソフト等を使った情報共有化の仕組み及び環境，ルー

ルづくり。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. PC スキルの測定・スキルシートの作成 

3. 情報倫理・セキュリティーについて 

4. インターネット・情報検索につて 

5. クラウドサービスの活用 

6. 文章作成１（福祉現場で利用される雛形作成） 

7. 文章作成２（罫線を利用した勤務予定表） 

8. 文章作成３（図形を利用した作画機能） 

9. 表計算１（表作成・計算式） 

10. 表計算２（効率よく表を作成するには） 

11. 表計算３（関数） 

12. 表計算４（日付処理） 

13. データベースと Webアプリケーションについて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実習授業は１回でも休むと遅れが取り戻せなくなる。毎回の積み上げが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業に臨む態度(30%)/授業内での提出物および発表内容(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回，課題を出題する。課題は期限までにメールで提出する事。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理４ 

(Information Management 4) 

担当者名 

（Instructor） 
番匠 一雅(BANSHOU KAZUMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 80 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，福祉分野での具体的業務を想定した課題にそって，MS-Windows 環境でのソフトウェア・ネットワーク技術の習得を

目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高度情報社会の到来により，生活の中のあらゆる場面で情報技術を使いこなす知識と技能が求められている。福祉分野でも，サ

ービスの利用形態が「措置」から「契約」へと大きく変化する中で，ニーズ情報，サービス情報，処遇情報等の福祉情報の意識

的，積極的な流通，活用が必要になっている。本講義では，これらの技術を習得するために次の項目を学習する。 

１）情報のデータ化・データベース化：表計算ソフト，データベースソフト等を使った，情報の入力，編集，管理。 

２）データ加工：表計算ソフト，ワープロソフト等を使ったデータの加工と活用。 

３）統計分析：表計算ソフト，統計ソフト等を使った，データ分析及び結果の活用。 

４）プレゼンテーション：プレゼンテーションソフトを使った情報の編集及び伝達。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. Google Apps の利用 

3. 差し込み印刷１（レター作成） 

4. 差し込み印刷２（名刺作成） 

5. 表計算ソフトによる自動処理 

6. データベース機能１（整列・フィルター） 

7. データベース機能２（集計・分析） 

8. 効果的なスライド作成テクニック 

9. 効果的なスライド実演テクニック 

10. 目的達成のための理論展開 

11. スライド作成・発表リハーサル 

12. プレゼンテーション発表１ 

13. プレゼンテーション発表２ 

14. プレゼンテーション発表３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実習授業は１回でも休むと遅れが取り戻せなくなる。毎回の積み上げが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業に臨む態度(30%)/授業内の提出物および最終プレゼンテーション(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回，課題を出題する。課題は期限までにメールで提出する事。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA137／老年学 

(Gerontology) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 孝敏(ANDO TAKATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、高齢社会とはいかなる社会であるのかを理解し、これからの自分の生き方と関連させて、近未来の高齢社会のシ

ステムについて考察できるよう、高齢社会論における基礎的知識を身につけることが目標である。この科目は、学部の理念、目

的の習得に強く関連する学部共通科目のひとつである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢者の割合が高い社会（高齢社会、超高齢社会）への移行に際して問題となる事象を明らかにするとともに、近未来の高齢者

がどのような人々であり、彼（女）らのためにどのような施策やシステムが求められているかを考える。この授業では、教科書と補

助資料（映像資料を含む）を用いて講義を行う。受講者には毎回、講義や資料に関するコメント・感想などのリアクションペーパー

の提出を求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 老化の社会的側面 

3. 高齢者観：高齢期をみる目 

4. 人口の高齢化：高齢化社会の実態 

5. 人口高齢化のメカニズム 

6. 高齢社会の現状１：映像視聴 

7. 高齢期の健康：生活機能 

8. 高齢社会の現状２：映像視聴 

9. 高齢期の就業と定年退職 

10. 高齢社会の現状３：映像視聴 

11. 高齢期の人間関係 

12. 多様化する高齢期のライフスタイル 

13. 高齢社会の現状４：映像視聴 

14. 高齢社会のパースペクティブ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業資料と参考となる資料・HPなどは Blackboardを使用して事前に告知するので、その内容を確認すること。また、教科

書の該当する部分を読んで、重要なキーワードを理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(50%)/ミニレポート 3 回(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古谷野亘・安藤孝敏（編）、2008、『改訂・新社会老年学－シニアライフのゆくえ－』、ワールドプランニング (ISBN:978-

4863510074) 

 

参考文献（Readings） 

1. 内閣府（編）、2017、『高齢社会白書〈平成 29 年版〉』、日経印刷 (ISBN:978-4865790931) 

2. 厚生労働省（編）、2017、『厚生労働白書〈平成 29 年版〉』、日経印刷 (ISBN:978-4865791044) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

授業資料の配布、リアクションペーパーの提出、レポート課題の告知・提出は Blackboardを使用する。 

授業に対する質問は次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA138／ジェンダー論 

(Gender Problems) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
性差別を超えて、人生の可能性を広げるために 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目フア、学部共通科目群のひとつである。ジェンダー概念を基礎にして，「みようとしなければみえないものをみる力」を各

自が醸成すること，自分の人生の可能性を広げ，他者と共生する力を蓄えることが，本講義の目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，ジェンダー（社会的・文化的に構築された性別に関する概念）に関する基礎的な知識を身につけ，現代社会に埋め

込まれているジェンダー・バイアスを様々な角度から検討する。ジェンダーを学ぶことは，自分自身の生き方の選択肢や可能性を

広げると同時に，現代社会における平等や社会的正義を実現するうえで極めて重要なことである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジェンダーを学ぶ意義 

2. ジェンダー形成－絵本とジェンダー 

3. 差別はどう作られるのか－セクシズム 

4. 差別はどう作られるか－間接差別 

5. 性と人権：セクシュアリティとジェンダー 

6. 性と人権：同性愛・異性愛 

7. ライフデザイン・キャリアデザイン１） 

8. ライフデザイン・キャリアデザイン２） 

9. 子ども買春を考える 

10. マスメディアとジェンダー形成 

11. 恋愛・結婚とジェンダー 

12. 生き方としてのジェンダー 

13. 社会政策・社会福祉とジェンダー 

14. 男女平等政策の現況と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については，各回の授業で提示する。授業への参加により多角的な気づきを得て，各自の認識を深めることができてい

るかという点を重視する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のリアクションペーパー(30%) 

成績評価にあたっては，欠席が４回を超えた場合には、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず随時紹介する。参考資料を毎回配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式を中心とし、映像資料や配布資料を適宜活用する。また、理解を深めるためにワークシートを

実施する予定である。 

授業では、学生への質問も活発に行うので、積極的な参加が期待される。 

リアクションペーパーについては、次回授業時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA139／高齢社会システム論 

(System Theory of Aging Society) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 孝敏(ANDO TAKATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、高齢社会とはいかなる社会であるのかを理解し、これからの自分の生き方と関連させて、近未来の高齢社会のシ

ステムについて考察できるよう、高齢社会論における基礎的知識を身につけることが目標である。この科目は、学部の理念、目

的の習得に強く関連する学部共通科目のひとつである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢者の割合が高い社会（高齢社会、超高齢社会）への移行に際して問題となる事象を明らかにするとともに、近未来の高齢者

がどのような人々であり、彼（女）らのためにどのような施策やシステムが求められているかを考える。この授業では、教科書と補

助資料（映像資料を含む）を用いて講義を行う。受講者には毎回、講義や資料に関するコメント・感想などのリアクションペーパー

の提出を求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 老化の社会的側面 

3. 高齢者観：高齢期をみる目 

4. 人口の高齢化：高齢化社会の実態 

5. 人口高齢化のメカニズム 

6. 高齢社会の現状１：映像視聴 

7. 高齢期の健康：生活機能 

8. 高齢社会の現状２：映像視聴 

9. 高齢期の就業と定年退職 

10. 高齢社会の現状３：映像視聴 

11. 高齢期の人間関係 

12. 多様化する高齢期のライフスタイル 

13. 高齢社会の現状４：映像視聴 

14. 高齢社会のパースペクティブ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業資料と参考となる資料・HPなどは Blackboardを使用して事前に告知するので、その内容を確認すること。また、教科

書の該当する部分を読んで、重要なキーワードを理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(50%)/ミニレポート 3 回(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古谷野亘・安藤孝敏（編）、2008、『改訂・新社会老年学－シニアライフのゆくえ－』、ワールドプランニング (ISBN:978-

4863510074) 

 

参考文献（Readings） 

1. 内閣府（編）、2017、『高齢社会白書〈平成 29 年版〉』、日経印刷 (ISBN:978-4865790931) 

2. 厚生労働省（編）、2017、『厚生労働白書〈平成 29 年版〉』、日経印刷 (ISBN:978-4865791044) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

授業資料の配布、リアクションペーパーの提出、レポート課題の告知・提出は Blackboardを使用する。 

授業に対する質問は次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA141／障害学入門 

(Introduction to the Study of Disabilities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間学としての障害学の探究 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障害学とは、障害者理解を深めることを最終目的とするものでも、また「障害者への対し方マニュアル」を提供するものでもない。

障害者が成員として存在することが常態である人間社会において、障害者を除外したり、特別視したりすることによっては、およ

そ全体としての幸福追求は不可能である。本授業では、従来もっぱら受益者としてのみ考えられがちな障害者が、積極的構成員

として社会全体に果たす役割を考察し、そもそも人間の幸福とは何かについて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義が中心となるが、適宜思考実験や質疑応答、またリアクションペーパーなどを通して受講者との対話を行いたい。更に、幾度

かはゲストスピーカーを招き、その方による講義、及び講師を交えたミニシンポジウムのようなものも企画したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、オリエンテーション 

2. 「相模原事件」の問いかけるもの 

3. 障害者の「生き辛さ」について―当事者の視点から 

4. 日本における障害者観及び障害者の状況の変遷―歴史的考察 

5. 国連の「障害者権利条約」及びその批准に伴う種々の法改正がもたらすもの―「医学モデル」と「社会モデル」、及び「合理

的配慮」と「過重な負担」を巡って 

6. （心身）障害学の変遷 

7. 中間まとめ 

8. 「バリアフリー」と「バリアオーバー」 

9. 障害者と文化 

10. 点字と手話 

11. ボランティア論 

12. ゲストスピーカーによる講義と、ミニシンポジウム I―「障害受容」を巡って 

13. ゲストスピーカーによる講義と、ミニシンポジウム II―パラリンピック・障害者スポーツと障害者理解 

14. まとめ―人間学としての障害学に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業の内容を、自分なりに良く整理し消化しておくこと。障害者、及び障害者に関するニュースや報道に、日ごろから意識を向

けるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への積極的参加度（質問・意見等の発言、講師やゲストスピーカーの問いかけに対する応

答など）(30%)/リアクションペーパーの記述内容(30%) 

ただし、最終レポートの提出を、単位取得の必須の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指定する 

 

参考文献（Readings） 

適宜指定する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

大学の授業とは、ただ一方的に講師が語り、受講者がそれを聴くということによっては成立しえない。双方が主体的に協力して作

り上げていくものである。したがって、受講者には常に講師の話に疑問を持ち、積極的に発言することが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA151／家族社会学 

(Sociology in Family) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治に包摂され続ける「家族」を捉える 

担当者名 

（Instructor） 
永山 聡子(NAGAYAMA SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「家族」は、私たちにとって最も身近なものともいえるが、それゆえに自分自身にとっての「家族」の特殊性や、他の「家族」のあり

ようを認めることはむずかしい。それらを捉えかすために「家族」を学術的文脈に落とし込むことが必要である。その上で、講義で

扱うそれぞれのテーマにそって「家族」をみつめなおし、自分自身の人生設計や社会の仕組みについて考える際の土台を作って

もらうことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代家族のありようを知るために、「家族」を取り巻く歴史的背景を様々な事例を元に、ジェンダー、家族・親族関係の多様なあり

方、そしてそれぞれが抱えている課題や可能性について考えていく。なおスケジュールは多少前後する可能性もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「家族」を取り巻く学問領域を知る(家族社会学、ジェンダー法学、ジェンダー研究、フェミニズム研究、社会運動論など) 

3. 家族の歴史を読み解く（1）—近代家族論の登場と展開ー 

4. 家族の歴史を読み解く（2）ー家父長制と明治民法ー 

5. 家族の歴史を読み解く（3)ー女性を形作る「母性」「家庭」「子ども中心主義」の誕生ー 

6. 戦後日本の家族（1)ー日本国憲法と戦後型家族がもたらす皆婚社会ー 

7. 戦後日本の家族（2）ー「家族計画」概論（政治がもたらす歪んだ家族モデル） 

8. 戦後日本の家族（3）ーどうしたら子どもを減らせるのか？戦場体験と「避妊」「中絶」の位置 

9. 戦後日本の家族（4）ー経済合理主義と優生学（「国民優生法」から「優生保護法」そして「母体保護法」へ） 

10. 戦後日本の家族（5）ー日本型企業社会がもたらす性別役割分業家族 

11. 現代社会と家族（1)ー女性のライフコースの変化と「主婦」信仰の理想と現実 

12. 現代社会と家族（2)ー家族にとっての妊娠・出産、女性にとっての妊娠・出産 

13. 現代社会と家族（3)ー誰が育てるのか？保育園・ベービーシッター・イクメンをめぐる理想と現実 

14. まとめ：最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

雑誌、マス・メディア（新聞やテレビなど）、インターネットで日本・海外における「家族」に関する話題に留意すること。発売関連書

籍にも注目すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩間 暁子 、大和 礼子 、 田間 泰子、2015、『問いからはじめる家族社会学 -- 多様化する家族の包摂に向けて』、有斐閣 

(ISBN:978-4641150164) 

 

参考文献（Readings） 

1. 沢山 美果子、岩上真珠、立山徳子、赤川学、岩本通弥、2007、『「家族」はどこへいく (青弓社ライブラリー)』、青弓社 

(ISBN:978-4875252870) 

2. ティアナノーグレン(翻訳)岩本美砂子 塚原久美、2013、『中絶と避妊の政治学―戦後日本のリプロダクション政策』、青木書店 

(ISBN:978-4250208188) 

3. 荻野 美穂、2008、『「家族計画」への道―近代日本の生殖をめぐる政治』、岩波書店 (ISBN:978-4000224888) 

4. 木村尚子、2013、『出産と生殖をめぐる攻防―産婆・助産婦団体と産科医の 100 年』、大月書店 (ISBN:978-4272350384) 

5. 沢山 美果子、2013、『近代家族と子育て』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642038195) 

6. 白井千晶、2012、『不妊を語る: 19 人のライフストーリー』、海鳴社 (ISBN:978-4875252870) 
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7. 石井クンツ昌子、2013、『「育メン」現象の社会学―育児・子育て参加への希望を叶えるために』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-

4623066087) 

上記以外の重要な文献、新聞記事、Webサイト、映画等は、随時講義で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1.ジェンダー視点で歴史を読み替える「比較ジェンダー史研究会」http://ch-gender.jp/wp/ 

2.「出産と不妊の社会学」http://shirai.life.coocan.jp/html/repro.html 

3.日本家族社会学会 http://www.wdc-jp.com/jsfs/magazine/ 

4.特定非営利活動法人アジア女性資料センター.http://jp.ajwrc.org 

5.特定非営利活動法人 WAN(ウィメンズアクションネットワーク)https://wan.or.jp 

6.Wotop https://wotopi.jp 

7.UN Woman（国際連合） http://www.unwomen.org/en 

 

注意事項（Notice） 
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■IA180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA180／臨床社会学 

(Clinical Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常性のなかの社会問題 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常性の中に潜む社会問題や福祉的課題の捉え直しとその課題に関わる取り組みの実践へのもう一つの可能性について論じ

ることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会問題の社会学に関わるキーワードは，排除，孤立，差別，格差，喪失，死などである。これらは福祉とも密接な関係を持つ課

題であり，そこに生じる多様な課題に対しての関わりのあり方や実践のあり方の問い直しを行い新たな実践の可能性を探る。当

事者研究、臨床社会学の提起なども踏まえながら，日常性のなかで感じる違和感を大事にした，社会問題の構築という視点から

の社会問題へのアプローチの仕方について論じ，差別や社会的排除の具体的事例などを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会問題の社会学の対象 

3. 社会病理学 

4. 社会問題の構築１ 

5. 社会問題の構築２ 

6. 社会的排除１ 

7. 社会的排除２ 

8. 当事者研究 

9. 差別とまなざし 

10. 差別とフォビア 

11. 差別と日常性 1 

12. 差別と日常性 2 

13. カミングアウトと当事者 

14. 社会問題の社会学とその課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は Blackboardを利用することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席を兼ねたリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中西正司・上野千鶴子、2003、『当事者主権』、岩波書店 (ISBN:ISBN4-00-430860-7) 

2. 橋本和孝編、2013、『縁の社会学－福祉社会学の視点から』、ハーベスト社 (ISBN:IBN978-4-86339-044-7) 

3. 三本松政之・坂田周一編、2016、『はじめて学ぶ人のための社会福祉』、誠信書房 (ISBN:ISBN978-4-414-60157-2) 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA221／社会保障論１ 

(Social Policy and Administration 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会保障制度の生成・発展の歴史を理解し、さらに、社会保障の本質・機能・理念・体系についてそれぞれ理解しましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会保障の歴史は、資本主義の発展と共にあると言っても過言ではありません。最初に社会保障の歴史から、労働者・国民の

広範な運動が社会保障の発展を支えてきたことを学びます。次に、社会保障の理念の変遷をたどり、その意義を学び、さらに社

会的排除や運動の課題を学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会と社会保障 

2. 社会保障と基本的人権の歴史的展開１ 

3. 社会保障と基本的人権の歴史的展開２ 

4. 社会保障の源流と理念１ 

5. 社会保障の源流と理念２ 

6. 社会保障の発展過程１ イギリス 

7. 社会保障の発展過程２ ドイツ 

8. 社会保障の発展過程３ 日本 

9. 社会保障をめぐる最近の動向１ 

10. 社会保障をめぐる最近の動向２ 

11. 社会保障の体系１ 

12. 社会保障の体系２ 

13. 社会保険と私的保険の関係１ 

14. 社会保険と私的保険の関係２ 

15. 全体のまとめ、試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当部分について読んでおいてください。 

復習：社会保障制度の歴史や発展過程を踏まえ、社会保障の考え方を理解してください。社会保障に関する新聞記事等も、常日

頃読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2016、『増補改訂基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 (ISBN:ISBN978-4-88037-649-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭他、2017、『高齢期社会保障改革を読み解く』、自治体研究社 (ISBN:978-4-88037-671-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

厚生労働省 

社会保障審議会医療保険部会 

社会保障審議会介護保険部会 

社会保障審議会障害者部会 

社会保障審議会生活保護基準部会 

 

注意事項（Notice） 
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■IA222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA222／社会保障論２ 

(Social Policy and Administration 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障の現代的課題を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本および諸外国の社会保障制度体系を理解し、さらに、社会保障の財源や制度の体系を理解しましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 今日の社会保障制度は,国民が生活を送る上で基本的条件になっています。日本と諸外国の社会保障体系を学ぶことで、日本

の社会保障が将来どうあるべきかを様々な視点から考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会保障の財源と費用１ 

2. 社会保障の財源と費用２ 

3. 社会保障制度１ 年金保険制度１ 

4. 社会保障制度２ 年金保険制度２ 

5. 社会保障制度３ 医療保険・医療保障１ 

6. 社会保障制度４ 医療保険・医療保障２ 

7. 社会保障制度５ 介護保険・介護保障１ 

8. 社会保障制度６ 介護保険・介護保障２ 

9. 社会保障制度７ 労働保険制度１ 

10. 社会保障制度８ 労働保険制度２ 

11. 社会保障制度９ 公的扶助・社会福祉１ 

12. 社会保障制度１０ 公的扶助・社会福祉２ 

13. 社会保障制度１１ 社会手当 

14. 諸外国の社会保障 

15. まとめ、試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当部分について読んでおいてください。 

復習：日本や諸外国の社会保障制度の内容を理解してください。社会保障に関する新聞記事等も、常日頃読むようにしてくださ

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭、2016、『増補改訂基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 (ISBN:ISBN978-4-88037-649-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭他、2017、『高齢期社会保障改革を読み解く』、自治体研究社 (ISBN:978-4-88037-671-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

厚生労働省 

社会保障審議会医療保険部会 

社会保障審議会介護保険部会 

社会保障審議会障害者部会 

社会保障審議会生活保護基準部会 

 

注意事項（Notice） 
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■IA223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA223／社会保障総論 

(Social Security Methodology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会保障制度の生成・発展の歴史を理解し、さらに、社会保障の本質・機能・理念・体系についてそれぞれ理解しましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会保障の歴史は、資本主義の発展と共にあると言っても過言ではありません。最初に社会保障の歴史から、労働者・国民の

広範な運動が社会保障の発展を支えてきたことを学びます。次に、社会保障の理念の変遷をたどり、その意義を学び、さらに社

会的排除や運動の課題を学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会と社会保障 

2. 社会保障と基本的人権の歴史的展開１ 

3. 社会保障と基本的人権の歴史的展開２ 

4. 社会保障の源流と理念１ 

5. 社会保障の源流と理念２ 

6. 社会保障の発展過程１ イギリス 

7. 社会保障の発展過程２ ドイツ 

8. 社会保障の発展過程３ 日本 

9. 社会保障をめぐる最近の動向１ 

10. 社会保障をめぐる最近の動向２ 

11. 社会保障の体系１ 

12. 社会保障の体系２ 

13. 社会保険と私的保険の関係１ 

14. 社会保険と私的保険の関係２ 

15. 全体のまとめ、試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当部分について読んでおいてください。 

復習：社会保障制度の歴史や発展過程を踏まえ、社会保障の考え方を理解してください。社会保障に関する新聞記事等も、常日

頃読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2016、『増補改訂基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 (ISBN:ISBN978-4-88037-649-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭他、2017、『高齢期社会保障改革を読み解く』、自治体研究社 (ISBN:978-4-88037-671-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

厚生労働省 

社会保障審議会医療保険部会 

社会保障審議会介護保険部会 

社会保障審議会障害者部会 

社会保障審議会生活保護基準部会 

 

注意事項（Notice） 
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■IA256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／グローバル社会で活躍するための英語１ 

(English for working in a globalsociety 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To Understand the Introduction of Interpersonal communication Theories and Policies 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2403 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

A. To acquaint the students with the basic theories and concepts of interpersonal communication. 

B. To promote understanding of one's own cultural communication heritage. 

C. To help develop practical skills needed for effective interpersonal communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to provide students with an understanding of the major theories, principles, concepts, and research 

findings in interpersonal communication. The course addresses various types of relationships such as friendships, romantic 

relationships, and marital and familial relationships. Students will be able to develop both a theoretical and practical 

understanding of interpersonal communication. That is, students will learn theories and concepts applicable to “real world” 

situations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Communication: The Lifeblood of Relationships 

2. Stages of Coming Together and Coming Apart 

3. The Nature of the Communicators 

4. The Communication Environment: Cultural and Physical 

5. The Genesis of Dialogue 

6. Interaction Rituals 

7. The Foundations of Intimate Dialogue 

8. Maintaining Relationships Through Dialogue: Disclosures, Lies, and Fights 

9. Maintaining Relationships Through Dialogue: Commitment and Intimacy   

10. Communication and the Process of Relationship Disengagement 

11. The Dialogue of Distance and De-escalation 

12. Evaluating and Developing Effective Communication in Relationships 

13. Reviews 

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1. Evaluate the importance of communication in interpersonal relationships 

2. Understand the relationship development process (initiating, maintaining, deteriorating) 

3. Discriminate between scientific-based claims and non-scientific-based claims about interpersonal 

4. relationships 

5. Identify the major factors that influence perceptions 

6. Identify how perceptions influence interpersonal communication 

7. Identify the major factors that influence interpersonal attraction 

8. Understand the role of self-disclosure in interpersonal relationships 

9. Understand the benefits and risks of self-disclosure in interpersonal relationships 

10. Understand the norm of reciprocity 

11. Understand the fundamental aspects of social penetration theory 

12. Understand the fundamental aspects of uncertainty reduction theory 

13. Understand the fundamental aspects of social exchange theory 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Short Papers(30%)/Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Knapp, M. L., Vangelisti, A. L., & Caughlin, J. P.. 2013. Interpersonal communication and human relationships. Pearson 

Education (ISBN:0205006086) 

適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 

 

注意事項（Notice） 
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■IA257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／グローバル社会で活躍するための英語２ 

(English for working in a globalsociety 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To Understand the Introduction of culture and communication Theories and Policies 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2403 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

A. To acquaint the students with the basic theories and concepts of intercultural communication. 

B. To promote understanding of one's own cultural communication heritage. 

C. To help develop practical skills needed for effective intercultural communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to increase students’ familiarity with current theory and research in the area of intercultural 

communication. We will discuss various topics relevant to intercultural communication including culture, identity, 

verbal/nonverbal communication, language barriers, conflict and stereotypes/prejudices. Upon completing the course, you 

should be able to apply your knowledge of intercultural communication principles to actual contexts.  From the outset, the 

course will attempt to balance theory with practical experiences, in-class exercises, and illustrative material designed to 

increase intercultural awareness.  Thus, student participation in class discussion and exercises is essential.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to multiculturalism and diversity  

2. Research of a multicultural group  

3. Cultural differences worldwide 

4. Cultural differences in communication  

5. Immigrants, refugees, and the acculturation process 

6. Stereotyping, prejudice, acculturation, and policy 

7. Cultural identity development 

8. Culture, physical health, and policy 

9. Health disparities, culture, social capital, community, health, well-being, and policy 

10. Culture, psychological/mental health, and policy 

11. Building multicultural competence 

12. White privilege and policy 

13. Summary and conclusion, presentation  

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The purpose of this class is to help students understand the influence of multicultural identity on happiness. You will have the 

opportunity to apply this knowledge to your daily life. Each person is responsible for his or her own happiness, and you will have 

the chance to find your own through an understanding multicultural identity. Consider your instructor your guide, and this 

interactive seminar a unique opportunity to work together. Your participation and enthusiasm are always welcome as we enjoy 

intercultural communication together. If you have any questions, please let me know. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Short Papers(30%)/Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Mio, J. S., Barker, L. A., & Santos Tumbling, J.. 2012. Multicultural psychology: Understanding our diverse communities.. 

Oxford Press. (ISBN:0190460857) 

適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 

 

注意事項（Notice） 
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■IA263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA263／宗教心理学 

(Psychology of Religion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教心理学 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン，Ｉ(MUSULIN ILJA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本コースでは、宗教とは何か、宗教は何故存在し、人間には何故必要なのかという問題を追究し、人間の心に関する理解を

深めることを目標とする。また、宗教心理学の基礎知識、学問的な考え方や方法の基本的理解、そして宗教関連の諸問題を

様々な視点から考える能力を身につけることも本コースの重要な達成目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  宗教心理学の歴史と宗教と心に関する諸問題を取り上げる。ジェームズ、フロイト、ユング、ランク、フロム、エリクソンなどの宗

教論を紹介し、心理学者が宗教の成立・特徴・存在の理由などをどう捉え、宗教と意味・人格・アイデンティティなどの関係をどう

見ているかを分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース紹介 

2. 初期宗教学: 宗教と知性 

3. 初期宗教学: 宗教と感情  

4. W. ジェームズとクラーク学派の宗教心理学 

5. S. フロイットの宗教論 

6. C.G. ユングの宗教論 

7. O. ランクの宗教論 

8. E. フロムの心理学における宗教 

9. E. エリクソン： アイデンティティ、ライフサイクルと宗教 

10. G. オルポート： 宗教と人格（パーソナリティ） 

11. A. マズロー： 宗教と自己実現 

12. 宗教と意味： V. フランクルの意味論を中心に 

13. 宗教と死： E. ベッカーの思想と恐怖管理理論を中心に 

14. 愛着理論における宗教  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポートのために宗教を取り上げた心理学書を一冊を読んでもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業中の態度および出席率(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業ごとに指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業ごとにプリントを配る。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA264 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA264／宗教思想史 

(History of Religious Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の宗教史 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン，Ｉ(MUSULIN ILJA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本コースでは、宗教を中心に日本の思想史を学ぶとともに、多種多様な宗教信仰と実践が日本文化の形成過程や歴史的変貌に

おいて果たした役割を考えていく。 

日本の諸宗教に関する基礎知識を取得し、宗教関連の諸問題を様々な視点から考える態度・能力を身に付けることが本コース

の到達目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースの授業では歴史をたどりながら日本における宗教（神道、仏教、道教、儒教、キリスト教、新宗教など）について学んでい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース紹介。有史以前の日本列島における宗教。 

2. 神道（一） 

3. 神道（二） 

4. 道教と日本の文化 

5. レポート試験に関する指導 

6. 日本の仏教（一） 

7. 日本の仏教（二） 

8. 日本の仏教（三） 

9. 山岳信仰と修験道 

10. 日本における儒教思想（一） 

11. 日本における儒教思想（二） 

12. 日本におけるキリスト教 

13. 日本の新宗教 

14. 現代日本人の宗教観 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

科目を履修した学生たちにレポート試験のために日本の宗教に関する本を一冊読んでもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業中の態度および出席率(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業ごとにプリントを配る。 

 

参考文献（Readings） 

授業ごとに指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA265 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA265／人間心理の深層 

(The Structure and Dynamism of the Psyche) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教心理学 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン，Ｉ(MUSULIN ILJA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本コースでは、宗教とは何か、宗教は何故存在し、人間には何故必要なのかという問題を追究し、人間の心に関する理解を

深めることを目標とする。また、宗教心理学の基礎知識、学問的な考え方や方法の基本的理解、そして宗教関連の諸問題を

様々な視点から考える能力を身につけることも本コースの重要な達成目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  宗教心理学の歴史と宗教と心に関する諸問題を取り上げる。ジェームズ、フロイト、ユング、ランク、フロム、エリクソンなどの宗

教論を紹介し、心理学者が宗教の成立・特徴・存在の理由などをどう捉え、宗教と意味・人格・アイデンティティなどの関係をどう

見ているかを分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース紹介 

2. 初期宗教学: 宗教と知性 

3. 初期宗教学: 宗教と感情  

4. W. ジェームズとクラーク学派の宗教心理学 

5. S. フロイットの宗教論 

6. C.G. ユングの宗教論 

7. O. ランクの宗教論 

8. E. フロムの心理学における宗教 

9. E. エリクソン： アイデンティティ、ライフサイクルと宗教 

10. G. オルポート： 宗教と人格（パーソナリティ） 

11. A. マズロー： 宗教と自己実現 

12. 宗教と意味： V. フランクルの意味論を中心に 

13. 宗教と死： E. ベッカーの思想と恐怖管理理論を中心に 

14. 愛着理論における宗教  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポートのために宗教を取り上げた心理学書を一冊を読んでもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業中の態度および出席率(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業ごとに指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業ごとにプリントを配る。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA266 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA266／日本の文化と思想 

(History of Japanese Culture and Thoughts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の宗教史 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン，Ｉ(MUSULIN ILJA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本コースでは、宗教を中心に日本の思想史を学ぶとともに、多種多様な宗教信仰と実践が日本文化の形成過程や歴史的変貌に

おいて果たした役割を考えていく。 

日本の諸宗教に関する基礎知識を取得し、宗教関連の諸問題を様々な視点から考える態度・能力を身に付けることが本コース

の到達目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースの授業では歴史をたどりながら日本における宗教（神道、仏教、道教、儒教、キリスト教、新宗教など）について学んでい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース紹介。有史以前の日本列島における宗教。 

2. 神道（一） 

3. 神道（二） 

4. 道教と日本の文化 

5. レポート試験に関する指導 

6. 日本の仏教（一） 

7. 日本の仏教（二） 

8. 日本の仏教（三） 

9. 山岳信仰と修験道 

10. 日本における儒教思想（一） 

11. 日本における儒教思想（二） 

12. 日本におけるキリスト教 

13. 日本の新宗教 

14. 現代日本人の宗教観 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

科目を履修した学生たちにレポート試験のために日本の宗教に関する本を一冊読んでもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業中の態度および出席率(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業ごとにプリントを配る。 

 

参考文献（Readings） 

授業ごとに指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA273 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA273／発育・発達・加齢論 

(Human Development and Aging) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発育・発達の性差と個人差，運動との関係，現代のこどもの諸問題，加齢に伴う生体構造，機能の変化，様々な障害や認知症に

ついての知識を深める． 

 

授業の内容（Course Contents） 

成熟への過程で生じる様々な身体の部分や組織・器官の形態の増大をさす発育，行動や動作，運動能力などの時間経過に伴う

機能的な変化をさす発達，そして老化に代表される成熟期以後の変化を捉えた加齢という３つの視点から，各期の身体的特徴及

び心理的特徴，障害の特徴について学習する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発育・発達の概念 

2. 神経の発達，脳の構造変化 

3. 運動機能の発達と脳内ネットワークの変化 

4. 幼児の体格と生理機能の発達 

5. 心の発達と健康 

6. 身体機能の発達と運動，子供の生活習慣の必要性 

7. 思春期の心と身体の変化 

8. 障害の理解，捉え方 

9. 発達障害の理解と支援（１） 

10. 発達障害の理解と支援（２） 

11. 老化の現象，変化について 

12. 認知症の理解 

13. 加齢と身体の機能，老化予防 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外学習の指示は，履修登録完了後に Blackbord上で履修者に対して行う．各自が確認して予習・復習すること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない．授業時に資料を配付する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 青柳 領、2006、『子どもの発育発達と健康』、ナカニシヤ出版 

2. 髙石昌弘 監修、2012、『からだの発達と加齢の科学』、大修館書店 

3. 日本介護福祉士養成施設協会 編、2016、『発達と老化の理解/認知症の理解/障害の理解/こころとからだのしくみ』、法律文

化社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA275 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA275／セクソロジー 

(Sexology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
すべての人のためのセクシュアリティ入門 

担当者名 

（Instructor） 
艮 香織(USHITORA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は，人間の性を多角的に学ぶことを通して，豊かなセクシュアリティとは何かを考え，自らが性的主体者として自己形成を

していくことを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

セクソロジーとは，人間の性に関する科学的な理解と性をめぐる人間関係の学習である。 

具体的には，１）人間の性に関する理論のミニマム・エッセンスを講義する。２）性に関する健康と人権の現実を紹介する。３）タイ

ムリーな性の問題を取り上げて問題提起する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セクソロジーとは－人権としての性の学び－ 

2. 多様な性と生－一人ひとりの性の尊厳を考える－ 

3. しょうがい児・者の性－人権としてのセクシュアリティ－ 

4. 自分のからだを知る①－性分化，月経，精通－ 

5. 自分のからだを知る②－性的欲求と性行動－ 

6. 恋愛とデート DV－恋愛が見えにくくしている人権侵害－ 

7. 性暴力を考える①－性的虐待－ 

8. 性暴力を考える②－性被害－ 

9. リプロダクティブ・ヘルス/ライツとは何か－避妊・妊娠・出産・中絶の現実から－ 

10. 性感染症－なぜ感染が拡大しているのか－ 

11. 多様な家族と暮らし－ワンパターン社会の終焉へ－ 

12. 性産業－性売買に関する現代社会の実相と問題－ 

13. 世界と日本の性の現在①－なぜ日本で性教育を進めにくいのか－ 

14. 世界と日本の性の現在②－ユネスコ「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」の解説－ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを事前に読んでおくと良いでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/各回の感想用紙への記述状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本紀子他、2017、『ハタチまでに知っておきたい性のこと 第２版』、大月書店 (ISBN:978-4272412372) 

テキストを中心に進めるが、授業時に適宜、関連資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 浅井春夫編、2012、『はじめよう！性教育』、ボーダーインク (ISBN:978-4899822257) 

2. 村瀬幸浩他、2016、『ヒューマン・セクソロジー』、子どもの未来社 (ISBN:978-4864121118) 

3. 浅井春夫他、2017、『国際セクシュアリティ教育ガイダンス――教育・福祉・医療・保健現場で活かすために』、明石書店 

(ISBN:978-4750344751) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA281／コミュニティ平和論 

(Community and Peace Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ平和の課題，理論，歴史 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「コミュニティ平和（論）」とは何か，なぜ「コミュニティ平和なのか」について，原理的かつ具体的に考える。「コミュニティ平和」が求

められる背景と現状を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常語でもある「平和」という言葉で，どのような状態を思い浮かべるだろうか。平和を実現するために，私たちは何を考えるべき

なのだろうか。戦争がなければ平和なのだろうか。このような関心から，この授業では，第一に，なぜ「コミュニティ平和」という聞き

なれない言葉が問題となるのかについて検討する。第二に，安全，安心，排除，差別といったことに関連する具体例をとりあげ，

コミュニティの現状と課題について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニティ希求の歴史 

3. 個人化 

4. 平和学の基礎 

5. グローバル化 

6. グローバル化 

7. 前半まとめ：コミュニティ平和という考え方 

8. 事例から考える「コミュニティ平和」：安心・安全とコミュニティ 

9. 事例から考える「コミュニティ平和」：安心・安全とコミュニティ 

10. 事例から考える「コミュニティ平和」：排除と差別 

11. 事例から考える「コミュニティ平和」：排除と差別 

12. 事例から考える「コミュニティ平和」：その他 

13. その他の事例 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/コメントカードと授業態度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視覚教材を多く用いて講義する。初学者にもわかりやすい授業となるよう努めるが，授業態度には厳しくする。私語や携帯，スラ

イドの撮影などは厳禁の授業なので，そのことを自覚（理解して賛同）したうえで履修すること。また，授業の順番や内容を多少変

更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA282／家族心理学の基礎 

(Basic Family Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族を理解する視点と臨床実践について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
本田 麻希子(HONDA MAKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・家族臨床における重要な理論・概念を学ぶ 

・家族を理解するためのさまざまな視点について理解する 

・多様な家族のあり方とその困難について，具体的な臨床実践に基づいて考察し，その支援について検討する 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，心理・福祉・教育などの対人援助分野においては，援助を必要とする個人だけではなく，その家族に対する理解を深め，支

援することが必要とされている。本講義では，そもそも「家族」とは何かについて考察し，家族を理解するための理論や概念につ

いて学ぶ。さらに，具体的な臨床実践について紹介し，個人と家族の支援について考える機会を提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～家族とは何か 

2. システムとしての家族～「家族システム理論」について学ぶ 

3. 家族を理解するための視点～家族理解に必要な「構造」「機能」「発達」の視点について学ぶ 

4. 家族の発達と個人の発達（１）～家族を持つ前の段階からカップルの成立・カップルの抱える困難 

5. 家族の発達と個人の発達（２）～子どもの出生から子どもが小学校に通う時期 

6. 家族の発達と個人の発達（3）～思春期・青年期の子どもとその巣立ち 

7. 家族の発達と個人の発達（４）～老年期の家族 

8. 家族への臨床的アプローチ～家族療法の技法と援助実践の基礎 

9. カップルの危機～離婚と再婚をめぐる困難 

10. ジェンダーと家族～ケアの不均衡と支配をめぐる困難 

11. 子育てをめぐる困難と援助～子どもの発達を支えるために 

12. 虐待と世代間伝達～子育てをする親を支えるために 

13. 家族が経験する危機と援助～予測できない危機を経験する家族を支えるために 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前に教科書に目を通しておくことが望ましい。 

また，日ごろから家族にまつわるニュースや記事に目を通してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業態度（授業内ワークへの参加・コメントカード）(40%) 

欠席 1 回につき 10 点減点とする。遅刻についても厳密に対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中釜洋子・野末武義・布柴靖枝・無藤清子、2008、『家族心理学 家族システムの発達と臨床的援助』、有斐閣 (ISBN:978-4-

641-18367-4) 

2. 平木典子・中釜洋子、2006、『家族の心理 家族への理解を深めるために』、サイエンス社 (ISBN:4-7819-1144-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中釜洋子、2008、『家族のための心理援助』、金剛出版 (ISBN:978-4-7724-1027-4) 

2. 柏木惠子・高橋惠子、2008、『日本の男性の心理学 もう 1 つのジェンダー問題』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17347-7) 

その他授業内で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IA283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA283／ファシリテーション論 

(Facilitation Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

集団・組織・コミュニティにおける合意形成とメンバーの協働を促すファシリテーションの技術を習得する。ファシリテーションを参

加者、実施者、企画者として体験し、自身で実際にファシリテーションを企画、実施できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ファシリテーションの目的、種類、技術など基礎的な知識を講義した後、教員が企画したファシリテーションを実施する。次に、教

員が企画したファシリテーションに受講生がファシリテーターとして参加する。後半の回では、自身でファシリテーションを企画また

は実施する。出来る限り多様なファシリテーションの技法を紹介し、それを実際に試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス  

2. ファシリテーションの目的、種類、準備の方法 

3. ファシリテーションの技術１ 

4. ファシリテーションの技術２ 

5. ファシリテーションの技術３ 

6. ファシリテーションの技術４ 

7. 実習１：ファシリテーター 

8. 実習２：ファシリテーター 

9. 実習３：ファシリテーター 

10. ファシリテーションの企画・準備の方法 

11. 企画の検討（グループワーク） 

12. ファシリテーションの実際１ 

13. ファシリテーションの実際２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ファシリテーションの企画・実施に主体的に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席とファシリテーションへの取り組みと達成度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀公俊、2004、『ファシリテーション入門』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4532110260) 

 

参考文献（Readings） 

1. 福山清蔵編著、2013、『対人援助のためのグループワーク 2』、誠信書房 (ISBN:978-4414610109) 

2. 宇野伸宏・久保田善明監修、2016、『組織論から考えるワークショップデザイン』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36071-3) 

3. 宮内泰介、2013、『グループディスカッションで学ぶ―社会学トレーニング』、三省堂 (ISBN:978-4385365305) 

4. Barkley, Elizabeth F., Major, Claire Howell and Cross, K. Patricia，安永悟訳、2009、『協同学習の技法―大学教育の手引き』、

ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779503696) 

5. 堀公俊・加藤彰、2006、『ファシリテーション・グラフィックー議論を「見える化」する技法』、日本経済新聞社 (ISBN:978-

4532312886) 

6. 中野民夫ほか、2009、『ファシリテーション―実践から学ぶスキルとこころ』、岩波書店 (ISBN:978-4000246484) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA284／ライフサイクルの心理学 

(Psychology of Life Cycle) 

担当者名 

（Instructor） 
木内 理恵(KIUCHI RIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ライフサイクルを通した人間の心の発達プロセスと支援の方法について，臨床心理学の視点から理解することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間のパーソナリティは，生物学的能力の発達に加え，個人を取り巻く社会・環境・関係性などの要因によって発達することを知

る。特に青年期までを中心に，年齢段階ごとの発達課題，起こりやすい心の問題・病理について学びながら，臨床心理学に基づ

く支援方法について考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ライフサイクルの心理学とは 

2. 胎児期～個人のライフサイクルが始まる前の文脈 

3. 乳幼児期～対象関係・認知の発達 

4. 児童期 1～ルールのある集団生活への適応 

5. 児童期 2～仲間と出会うこと・自己肯定感を感じること 

6. 思春期・青年期 1～心身の変化と混乱・自立への助走 

7. 思春期・青年期 2～自分が「自分」になる・職業選択 

8. 成年期初期～パートナーと家庭生活を築くこと 

9. 成年期中期（中年期）～成熟すること・抱えていくこと 

10. 成年期後期（老年期）～役割の喪失・衰えと死の受容 

11. トピック１（例：発達障害・虐待・不登校・いじめ・復職支援・DVなど、その他学生の希望が多いもの） 

12. トピック 2（例：自傷行為・性同一性障害・人格障害・うつ・統合失調症・自殺など、その他学生の希望が多いもの） 

13. ライフイベントとライフサイクル 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じ，授業時に提示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義ごとのリアクションペーパー(20%) 

最終授業時に，論述問題中心の筆記試験を行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。講義で詳細なレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

講義内にて随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを利用した講義形式で、映像資料なども適宜活用します。基本的に講義形式が中心ですが、必要に応じて実習

（ワークシート記入後、周囲の学生と意見交換するなど）を行う予定です。 

授業で使用したパワーポイントは、配布資料として試験前に Blackbordに掲載します。但し、試験のヒントやパワーポイント以外

の配布資料など、一部の資料は授業出席時のみ配布とします。 

毎回の授業後にリアクションペーパーを記入する機会を設けていますが、提出は各自の任意です。提出されたリアクションペーパ

ーの内容は、次回の授業冒頭で匿名にて受講者全体にフィードバックされます。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／地域コミュニティと生協 

(Consumer Co-operatives and Local  Communities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コープみらい寄附講座 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域コミュニティの希薄化が社会的な問題となる中、地域における協同と連帯の力によってさまざまな地域課題の解決に当たる

ことの大切さを今日の生協の事業や活動の実践から学び、その現代的意義や可能性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、そのテーマに精通した担当者（複数の場合もある）が、コープみらいの具体的な活動の事例や体験を素材にして講義を担

当する形で進める。また、第 4回目の講義内容の理解を深めることを目的に、10 月から 11 月にかけての土曜日（2 日程度を設

定する予定）に商品検査センターの見学（2 時間程度）を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 協同組合とはどんな組織か 

2. 生活協同組合とは ―コープみらいの事業と活動 

3. 商品を通じた社会貢献 

4. 安全・安心ってなんだろう ―食品安全・品質保証の取組み 

5. 宅配事業の実践から学ぶコミュニケーション論 

6. co-op商品の開発プロセス 

7. 生活困窮者の実態とフードバンクの取り組み 

8. 生協の被災地（被災者）支援と減災の取組み 

9. 自分らしく暮らせるための福祉事業 

10. 現場から学ぶコープみらいの事業と活動 （商品検査センターを見学し、第 4 回の講義を現場で深める） 

11. 年間 14 万件の組合員の声 

12. 参加とネットワーク ― 地域社会づくりと組合員活動 

13. 知っているようで知らないユニセフの活動と国際社会 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(45%)/最終レポート(Final Report)(40%)/現場見学レポート(15%) 

リアクションペーパーは毎回（実習回を除く）提出。 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本生活協同組合連合会、2016、『生協ハンドブック』、コープ出版 (ISBN:978-4-87332-336-7) 

2. 小木曽洋司・向井清史・兼子厚之、2013、『未来を拓く協同の社会システム』、日本経済評論社 (ISBN:978-4-8188-2295-5) 

3. 公益財団法人 生協総合研究所、2012、『現代社会と生協』、コープ出版 (ISBN:978-4-87332-311-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・商品検査センターに行く際には別途交通費がかかる（往復で 2000 円を上回らない程度）。 

・寄付者等の以下の HP も参照すること。 

生活協同組合コープみらい埼玉県本部 

http://genki365.net/gnks14/mypage/index.php?gid=G0000049 

生活協同組合コープみらい 

http://mirai.coopnet.or.jp/ 

日本生協連 
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http://jccu.coop/ 

 

注意事項（Notice） 
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■IA325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA325／福祉人間学 

(Social Work and Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な社会の構築と福祉の充実の両立をコミュニティ形成の視点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

持続可能性の観点から現代社会の直面する課題を概観した後、持続可能な社会をボトムアップで（再）構築する手段として期待

されているコミュニティ形成実践の課題と可能性を考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

気候変動やエネルギー、食、農業の供給、分配体制の現状を批判的に検討した後、これら生活の基盤となる領域をコミュニティレ

ベルで自立的に運営する取り組みについて学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. コミュニティ形成方法論検討（１） 

3. コミュニティ形成方法論検討（２） 

4. 現状の検討（１）気候変動をめぐる問題 

5. 現状の検討（２）エネルギーをめぐる問題 

6. 現状の検討（３）食料をめぐる問題 

7. 現状の検討（４）その他の問題 

8. 持続可能性について（１） 

9. 持続可能性について（２） 

10. 具体的事例検討（１）国内での取り組み 

11. 具体的事例検討（２）海外での取り組み 

12. 具体的事例検討（３）持続可能なコミュニティ形成における現状と課題 

13. まとめ（1） 

14. まとめ（2）最終レポートを作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/授業への貢献(20%) 

レポートは随時提出してもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA441／グリーフスタディ 

(Grief Study) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グリーフを学び、人間・社会について考える 

担当者名 

（Instructor） 
青柳 路子(AOYAGI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリーフ（悲嘆）について基礎的な知識を身につける。また具体的なグリーフ（悲嘆）の様相を知ることによって自己理解，他者理

解を深めると共に，社会の表層からは見えにくい問題をとらえ考えていく力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

死別による悲嘆，余命宣告を受けたことによって生じる悲しみのほか，社会が内包する様々な問題に伴うグリーフを取り上げる。

自死，いじめ，また性的暴行などの犯罪被害者，児童虐待や家庭内暴力の支援などについても触れていく。 

授業は配布資料を用いて進める。映像等の資料も利用して，より具体的な事例からグリーフを理解し，その支援についても考察

できるようにする。 

なお，受講生の状況により，授業計画を前後させて行うこともある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：グリーフスタディとは 

2. グリーフについて理解する①：学術的見地から 

3. グリーフについて理解する②：学術的見地から 

4. 死別とグリーフ①：大切な人の死がもたらすもの 

5. 死別とグリーフ②：家族の死とその後 

6. 死別とグリーフ③：自死遺族の問題 

7. 死を見つめる：闘病の記録から 

8. グリーフにおける〈物語る〉こと 

9. いじめ，性的暴行の被害などからの恢復：自己の再生① 

10. いじめ，性的暴行の被害などからの恢復：自己の再生② 

11. 自傷行為の深淵にあるもの 

12. death study の歩みと死にゆく人びとのケア：「生きる」ことを考える① 

13. death study の歩みと死にゆく人びとのケア：「生きる」ことを考える② 

14. グリーフスタディの展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパ－へのコメント(30%)/授業内に指示した課題等の提出物(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

全授業回数の 3 分の 2 以上の出席がない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 若林一美、2000、『死別の悲しみを超えて』、岩波書店 

2. 若林一美、2008、『〈いのち〉のメッセージ―生きる場の教育学』、ナカニシヤ出版 

3. 坂口幸広、2012、『死別の悲しみに向きあう：グリーフケアとは何か』、講談社 

4. 坂口幸広、2010、『悲嘆学入門：死別の悲しみを学ぶ』、昭和堂 

5. フロイト、2008、『人はなぜ戦争をするのか エロスとタナトス』、光文社 

6. 小此木敬吾、1977、『対象喪失』、中央公論社 

7. 竹内整一、2009、『「かなしみ」の哲学：日本精神史の源をさぐる』、日本放送出版協会 

この他の参考文献は、授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA442／グループダイナミックス 

(Group Dynamics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
集団における行動とリーダーの役割 

担当者名 

（Instructor） 
中江 須美子(NAKAE SUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

集団や他者との関わり合いの中での個人の認知や行動に対するリーダーシップの役割について，主に社会心理学の研究を通し

て理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちは，学校・家族・サークルなど，様々な集団に所属している。これらの集団は人の行動やものの見方，考え方にどのような

影響を及ぼしているのだろうか。そして，そうした集団状況において，リーダーとはとはどのような存在なのだろうか。本講義では，

意志決定，同調といったトピックスを取り上げながら，集団におけるリーダーシップの役割について解説を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

集団の基本過程 －人にとっての集団の意味とは－ 

2. (１)リーダーシップとは －リーダーシップの初期研究と特性アプローチ－ 

3. (２）リーダーシップスタイル論 －PM 理論とマネジリアル・グリット理論－ 

4. (３)状況適合アプローチ －状況即応モデルとパス＝ゴール理論－ 

5. (４)メンバーの習熟度とリーダーシップ －SL理論とリーダーシップ代替論－ 

6. (５)集団での人のふるまい －同調と少数派の影響力－ 

7. (６）変革型リーダーシップ －組織のライフサイクル論と変革－ 

8. (７)ビジョン型リーダーシップ －マネジメントと特異性クレジット－ 

9. (８)集団意志決定② －集団極性化－ 

10. (９)集団意志決定② －集団思考とリーダーシップ－ 

11. (10)集団生産性とリーダーシップ －チームエラーとコーチング－ 

12. （11）ステレオタイプとリーダーシップ 

13. （12）自己リーダーシップ －リーダーシップの開発とリーダーの自信の獲得－ 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配付資料，前回ノートの熟読。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー(15%)/授業参加度(5%) 

授業内容・資料の BlackBoardへのアップロードは行わない。授業中の携帯端末の使用，パワーポイントの撮影は禁止する。禁

止事項の厳守は，授業参加度の評価に加味される。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。最終授業時に，配付資料残部の再配布を行う。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。必要に応じて授業内で参考図書を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 59 - 

■IA453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA453／死生学 

(Thanatology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学概論 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教という視角から，アジア諸国の歴史や文化について理解する。そのためにまず，三大宗教（キリスト教，イスラーム，仏教），

そしてヒンドゥー教や儒教などをめぐる基礎的な知識を得る。教育課程の編成方針においては，形成期の「人間、自と他、世界、

いのち、生きることといった事柄への理解を深め、幅広い教養を身につける」、学位授与方針においては，「国際的な視野から社

会問題を分析する力を養う」ことを目標とする科目として位置づけられる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これからは NGO活動や企業の一員として，アジア諸国に出向く機会が増える一方である。そうした際に，最低限これだけは知っ

ておいて欲しい，宗教や文化に関する情報を伝える。これが本講の主たる内容である。そのため宗教学的な話題が中心になり，

毎回が，初めて聞く言葉や論理，物の考え方との遭遇になる。それだけに，可能なかぎり平易な形で授業を進めてゆきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地中海世界とアジア 

2. 古代バビロニアの神義論 

3. ゾロアスター教――創唱宗教 

4. ユダヤ民族とカナン-パレスチナ問題 

5. キリスト教 

6. イスラーム――ムハンマドによる「経済格差・無縁社会」対策 

7. アラビアの科学 

8. ヒンドゥー教――人間の輻輳性・多重性 

9. 仏教と言語哲学 

10. 東南アジアにおけるイスラーム，上座部仏教，ヒンドゥー教，キリスト教 

11. 儒教，流動性 

12. マルクス主義――今一つの宗教 

13. アジアにおけるネオリベラリズム 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメ等を予め Blackboardに掲載しておくので，必ず印刷して読んでから，授業に参加するように。また事後学習にも役立てて

欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業態度(20%)/リアクションペーパーへの評価(20%) 

単位取得のためには 75％（10.5回）以上の出席を必要とする。つまり欠席４回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用する講義形式で，画像資料や現物資料なども適宜活用する。 

レジュメ、資料の配付，課題の提出などに Blackboardを使用する。 

リアクションペーパーを活用するなど，双方向性を可能な限り高める。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA454／アジアの宗教と文化 

(The Varieties of Religious Culture in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学概論 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教という視角から，アジア諸国の歴史や文化について理解する。そのためにまず，三大宗教（キリスト教，イスラーム，仏教），

そしてヒンドゥー教や儒教などをめぐる基礎的な知識を得る。教育課程の編成方針においては，形成期の「人間、自と他、世界、

いのち、生きることといった事柄への理解を深め、幅広い教養を身につける」、学位授与方針においては，「国際的な視野から社

会問題を分析する力を養う」ことを目標とする科目として位置づけられる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これからは NGO活動や企業の一員として，アジア諸国に出向く機会が増える一方である。そうした際に，最低限これだけは知っ

ておいて欲しい，宗教や文化に関する情報を伝える。これが本講の主たる内容である。そのため宗教学的な話題が中心になり，

毎回が，初めて聞く言葉や論理，物の考え方との遭遇になる。それだけに，可能なかぎり平易な形で授業を進めてゆきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地中海世界とアジア 

2. 古代バビロニアの神義論 

3. ゾロアスター教――創唱宗教 

4. ユダヤ民族とカナン-パレスチナ問題 

5. キリスト教 

6. イスラーム――ムハンマドによる「経済格差・無縁社会」対策 

7. アラビアの科学 

8. ヒンドゥー教――人間の輻輳性・多重性 

9. 仏教と言語哲学 

10. 東南アジアにおけるイスラーム，上座部仏教，ヒンドゥー教，キリスト教 

11. 儒教，流動性 

12. マルクス主義――今一つの宗教 

13. アジアにおけるネオリベラリズム 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメ等を予め Blackboardに掲載しておくので，必ず印刷して読んでから，授業に参加するように。また事後学習にも役立てて

欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業態度(20%)/リアクションペーパーへの評価(20%) 

単位取得のためには 75％（10.5回）以上の出席を必要とする。つまり欠席４回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用する講義形式で，画像資料や現物資料なども適宜活用する。 

レジュメ、資料の配付，課題の提出などに Blackboardを使用する。 

リアクションペーパーを活用するなど，双方向性を可能な限り高める。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA471／社会福祉発達史１ 

(Historical Development of S.W. 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリスやアメリカの社会福祉の思想や歴史を考える 

担当者名 

（Instructor） 
益田 幸辰(MASUDA KOSHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX3150 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパやアメリカにおける社会福祉の発達史を学ぶことによって、社会福祉とは何かということを、理論的に学習し、視点や枠

組みを獲得することができる。この科目の学位授与方針、教育課程編成の方針における学修成果の位置づけとしては、「実践能

力と研究能力の統合」に強く関連し、「学部理念・目的の習得」に関連している。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、その日のテーマに基づきプリントを配布する。それに基づき質疑応答や討論をおこなう。また毎時間後半部に、当日の

テーマに関する課題を出しコメントペーパーに記入し提出してもらう。また不定期にレポートを課すことも考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. イギリスにおける貧困問題の発生とエリザベス救貧法成立 

3. 産業革命の進展による失業・貧困の増大と新救貧法の登場 

4. イギリスにおける慈善組織協会（COS）の形成と展開 

アメリカにおける資本主義の成立と貧民政策 

5. 貧困調査の始まりと意義 

アメリカにおけるソーシャル・ワークの成立と展開（1） 

6. 救貧法の廃止と擁護をめぐる対立（1） 

アメリカにおけるソーシャル・ワークの成立と展開（2） 

7. 救貧法の廃止と擁護をめぐる対立（2） 

アメリカにおけるソーシャル・ワークの成立と展開（3） 

8. イギリスにおける社会立法の動き 

ニューディールの救済政策－社会保障法成立へ－（1） 

9. ベヴァリッジ体制の確立と展開(1) 

ニューディールの救済政策－社会保障法成立へ－（2） 

10. ベヴァリッジ体制の確立と展開(2) 

アメリカにおける貧困の再発見と福祉権運動（1） 

11. パーソナル・ソーシャル・サービスの形成と展開(1） 

アメリカにおける貧困の再発見と福祉権運動（2） 

12. パーソナル・ソーシャル・サービスの形成と展開(2） 

近年のアメリカにおける福祉改革 

13. 近年のイギリスにおける福祉改革と課題 

近年のアメリカにおける福祉の課題 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業を聞くだけではなく、自ら能動的に学ぶことが求められる。そのためには、事前学習として、各回のテーマに沿った予備知識

をもつことが必要となる。事後学習としては、自ら進んで図書館において関連文献を参照し、研鑽することが重要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード(30%)/授業態度(10%) 

2/3 以上の出席をしていない場合には成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子光一、2005、『社会福祉のあゆみ－社会福祉思想の軌跡－』、有斐閣 (ISBN:4-641-12270-9) 
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2. 右田・高澤・古川、2001、『社会福祉の歴史－政策と運動の展開－』、有斐閣 (ISBN:4-641-28058-4) 

3. 仲村優一・一番ヶ瀬康子、2000、『世界の社会福祉－アメリカ・カナダ』、旬報社 (8451-0549-7) 

4. 仲村優一・一番ヶ瀬康子、1999、『世界の社会福祉－イギリス』、旬報社 (8451-0544-6) 

5. 藤田伍一・塩谷祐一、2000、『先進諸国の社会保障 7 アメリカ』、東京大学出版会 (13-054127-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では学生への質問も活発におこなう予定なので、積極的な受講態度が必要とされる。また社会福祉の思想や歴史に関心や

興味を有していることが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA473／公衆衛生学 

(Public Health) 

担当者名 

（Instructor） 
神野 宏司(KOHNO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代では生活習慣病などライフスタイルが健康に大きな影響を及ぼすことが明らかとなり，健康を保持するために求められる対

策は個人のみならず地方自治体から国に至るまで広範囲にわたっている。本講義では現代人の健康に関わる多くの問題につい

て学び、それを解決するために公衆衛生としてどのような対策が立てられているかについて理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１ 衛生統計の各種指標 

２ わが国の健康水準について 

３ 主な感染症予防のための法律・制度 

４ 母子保健，学校保健，産業保健 

５ 生活習慣病の発生状況及びリスクファクター 

６ 老人保健，福祉の現状 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公衆衛生と予防医学 

2. 人口統計・衛生統計 

3. 感染症と生体防御 1 

4. 感染症と生体防御 2 

5. 環境と健康問題（生活環境） 

6. 環境と健康問題（地球環境１） 

7. 環境と健康問題（地球環境２） 

8. 生活習慣と健康の保持増進 

9. ライフサイクルと健康（母子保健） 

10. ライフサイクルと健康（学校保健１） 

11. ライフサイクルと健康（学校保健２） 

12. ライフサイクルと健康（職業と健康） 

13. ライフサイクルと健康（成人期の健康） 

14. ライフサイクルと健康（高齢期の健康） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

単元開始前に BlackBoard 上で履修者に対して行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード(20%)/レポート(20%)/出席および授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 町田和彦・岩井秀明編著、2016、『21 世紀の予防医学・公衆衛生 第 3 版』、杏林書院 (ISBN:978-4-7644-0072-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA474 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA474／リスクマネジメント論 

(Risk Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
救急処置 

担当者名 

（Instructor） 
石山 信男(ISHIYAMA NOBUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ現場におけるリスクマネジメントの基本的な考え方を理解し，救急蘇生法やスポーツ損傷における救急処置について習

得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツ現場におけるリスクマネジメントとは，主にスポーツ選手の安全確保のための対応や行動である。救急蘇生法，スポーツ

外傷における救急処置，重症度の判断などを講義し，スポーツファーストエイダーとしての役割を十分に果たせるように学習す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスクマネジメント・救急法の概念，意義 

2. 救急法の目的，禁止事項 

3. Vital Signs，手当と運搬，体位，安静 

4. 一時救命処置（心肺蘇生法及び AED） 

5. 熱中症 

6. 創傷，止血法 

7. 頭・頚部外傷，脳卒中 

8. 骨折，脱臼，打撲，捻挫，肉離れ 

9. RICE処置，アイシング 

10. 凍傷，熱傷 

11. 咬傷，痙攣，胸痛 

12. 胸部，腹部，中毒，感電 

13. 歯損傷 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に BlackBoard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(74%)/コメントカード兼出席票(26%) 

なお単位修得には 10 回以上の出席が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA476 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA476／公共哲学 

(General Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共性を考える 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共性を考える。戦後日本における公共性の歴史を知る。公共哲学の特質を理解する。他者との共存について，哲学的・原理的

に考える方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代では，個が尊重され，私生活が重視されている一方で，他者との“つながり”が強く求められている。このような状況下におい

て，公共哲学という新たな学問が要請されているが，それはなぜか。また，どのような特徴をもっているのか。個人的・私的なこと

と相違する「公共性」とは、いかなるものであり，どのような歴史的展開を見せたのか。この講義では，公共性と公共哲学の基礎・

歴史・現状を考察することを通じて，他者との共存・共生の領域である「公共性」について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 哲学について 

3. 公共性について 

4. リバタリアニズム 

5. リベラリズム 

6. コミュニタリアニズムリアニズム 

7. ハーバーマス 

8. アーレント１ 

9. アーレント２ 

10. 公共性の展開１ 

11. 公共性の展開２ 

12. 公共性の展開３ 

13. 公共性の展開４ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/コメントカードと授業態度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 権安理、2018、『公共的なるもの：アーレントと戦後日本』、作品社 (ISBN:9784861826719) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

哲学や思想，公共性に関する学問の初学者にも，わかりやすく講義するよう努める。写真や図などの視覚教材も多用する。授業

態度には厳しくする。私語や携帯，スライドや板書の撮影などは厳禁の授業なので，その点を自覚（理解して賛同）したうえで履

修すること。なお，内容と順番は多少変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA501／法学１ 

(Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本国憲法 

担当者名 

（Instructor） 
小野 義典(ONO YOSHINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)授業の目的 

 この授業の目標は、日本国憲法の本質を理解することにあります。憲法の本質の理解に当って、その必要となる事柄を、教授

することを予定しています。具体的には、憲法上の諸問題、憲法判例、様々な学説などを交えながら授業を進め、これらの事柄を

学生諸君が理解することにあります。また同時に、教養ある大学人の育成と、教員採用試験への対策を行うことも、考えていま

す。  

 

(2)修得できる力 

 日本国憲法に関する体系的な知識の習得と理解（知識・理解） 

 

(3)授業の到達目標 

 学習・教育の到達目標は、まず、日本国憲法で学ぶべき一通りの知識を身につけることにあります。それには、憲法がどのよう

に生まれ、そしてどのように運用されるのかを理解することが必要です。その上で、実定法解釈に於ける「通説」とはどのようなも

のなのか、自分自身が考える「正しい解釈」とはどのような解釈であるのか、最終的には、「憲法とは何か」あるいは「日本国憲法

とは何か」ということが、自分の言葉で説明できるようになることが到達目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業の概要は、第一に、憲法の史的展開（憲法史・立法過程を含む制定経緯など）、第二に、日本国憲法の三大原理であ

る、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重を中心に、日本国憲法を概観すること、第三に、日本国憲法が我が国の実社会に対

して、どのような影響を与えているのかを考える、という三点にあります。  

 なお、授業に際して、教員は、平易な言葉で、分かりやすく、かつ、双方向の対話を心掛けます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学１を学ぶ―オリエンテーション（開講に当っての説明、講義概観）とイントロダクション（講義導入） 

 受講する学生が、講義を受講する際の注意事項等や、憲法を学ぶ際の重点を理解することができる。 

2. 憲法史 

 受講する学生が、日本国憲法が制定されるまでの経緯を理解し、また、憲法の概念が生じた欧米の思想を説明すること

ができる。 

3. 日本国憲法上諭・前文、憲法の分類 

 受講する学生が、上諭、前文についての法規範性、裁判規範性などを理解し、大日本帝国憲法との比較を説明ことがで

きる。 

 受講する学生が、憲法の主な分類を理解することができる。 

4. 天皇 

 受講する学生が、国民主権と天皇の関係、象徴天皇制の問題、天皇の国事行為など、天皇に関する憲法上の諸規定を

説明することができる。 

5. 平和主義 

 受講する学生が、「戦力」についての学説を理解し、また、国際協調主義と平和主義の整合性などと共に、統治行為論を

説明することができる。 

6. 基本的人権（１）人権総論・国民の権利義務 

 受講する学生が、人権保障の歴史と、日本国憲法の人権保障について、権利義務関係と保障範囲を説明することができ

る。 

7. 基本的人権（２）包括的人権・新しい人権・平等権 

 受講する学生が、幸福追求権と新しい人権であるプライバシー権や名誉権、また平等権について、学説や判例を交えて

理解することができる。 

8. 基本的人権（３）自由権：精神的自由権 

 受講する学生が、人権の中でも、歴史のある自由権について、学説や判例を通じて理解することができる。 

9. 基本的人権（４）自由権：経済的自由権・身体的自由権 

 受講する学生が、経済的自由権の「二重の基準論」や、公権力からの不当な身体的拘束を制限する身体的自由権につい



 - 67 - 

て理解することができる。 

10. 基本的人権（５）社会権・受益権・参政権 

 受講する学生が、生存権を中心とした社会権を、判例や学説を通じて理解し、また、受益権や参政権などを理解すること

ができる。 

11. 三権分立 

 受講する学生が、統治の機能である、司法（特に裁判所）・立法（特に国会）・行政（特に内閣）のしくみを理解することがで

きる。 

12. 選挙・政党 

 受講する学生が、民主政の主要なアクターである政党について、選挙の役割と選挙制度を併せて理解することができる。 

13. 財政・地方自治 

 受講する学生が、国家財政の制度、続いて、地方自治の本旨を理解することができる。 

14. 憲法保障 

 受講する学生が、最高法規としての憲法の役割、及び、憲法と条約の関係などを理解することができる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前の準備は、特にありません。法学の初学者であることを前提にして、授業を進めます。なお、授業を受講後は、よく復習をし

て下さい。 

 

 但し、社会科学の基礎となる知識を要求する科目である関係上、中等教育で培ったはずの、「公民」や「日本史」「世界史」「政治

経済（政治分野）」の知識が必要になることが多分にあります。良い機会であるから、これまで学んだ知識をまとめる意味でも、も

う一度見直すことも検討して下さい。 

 

 授業では、教員の作成したオリジナルのレジュメを配布します。このレジュメに従って、黒板への要点板書、及び口述筆記により

授業を進行させる予定です。また、授業中、受講する学生の皆さんは、教員の板書と並んで、教員が述べる講義の重要部分に関

して、詳細にノートして下さい。 

 

 授業は、教科書の各章を基準として進みます。また、日本国憲法の条文にも言及することが多々あります。従って、教科書の所

持が必須になります。必ず入手して下さい。 

 

 なお、本授業概要（シラバス）に沿って進む予定であるものの、第 14 回までの授業の内容が、場合によって多少の変動も有り

得ることを、受講する学生の皆さんは、了解して下さい。授業進行の詳細を、第 1 回目の授業の際に述べます。  

 

※本講義は、私語厳禁です。また、他の受講する学生の皆さんに対する学習の妨げとなる行為を禁止します。心して下さい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験で行います。（定期試験 100％）  成績評価は、期末の筆記試験の点数で評価を行います。点数配分は、期末の筆記

試験 100 点を満点とするものです。期末の筆記試験の未受験者に、教員は、成績評価を行うことが出来ません（追試験を除く）。

期末の筆記試験受験が成績評価の条件となるので、十分注意して下さい。また、授業への参加態度、あるいは、レポートや課題

をはじめとする提出物も成績評価に加味することがあります（但し、あくまでも、評価は筆記試験で行います）。評価方法の詳細

を、第 1 回目の授業の際に述べるので、必ず出席して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野畑健太郎・東裕編、2017、『憲法学事始〔第二版〕』、一学舎 (ISBN:9784904027172) 

 

参考文献（Readings） 

※参考文献を、講義中に幾つか推薦します。 

※当該科目関係のものに留まらず、さまざまな書籍や新聞・雑誌等の活字に親しむことが望ましいです。   

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/verfassungsrecht 

 

注意事項（Notice） 
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■IA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA502／法学２ 

(Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法と法学の本質に迫ります（国際法を含む） 

担当者名 

（Instructor） 
小野 義典(ONO YOSHINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)授業の目的 

 この授業の目標は、法や法学の本質を理解することにあります。法や法学の本質の理解に当って、その必要となる事柄を、教

授することを予定しています。具体的には、法学の様々な分野の概説を行い、それぞれの法的諸問題、判例、学説などを交えな

がら授業を進め、これらの事柄を学生諸君が理解することにあります。また同時に、教養ある大学人の育成と、教員採用試験へ

の対策を行うことも、考えています。  

 

(2)修得できる力 

 法や法学に関する体系的な知識の習得と理解（知識・理解） 

 

(3)授業の到達目標 

 学習・教育の到達目標は、まず、法学で学ぶべき一通りの知識を身につけることにあります。また、日常の生活において紛争が

生じた際、どこに法的な問題があるのか、ということを自ら見つけ出す力を養うことにあります。それには、法がどのように生ま

れ、そしてどのように運用されるのかを理解することが必要です。その上で、実定法解釈に於ける「通説」とはどのようなものなの

か、自分自身が考える「正しい解釈」とはどのような解釈であるのか、最終的には、「法とは何か」あるいは「法学とは何か」という

ことが、自分の言葉で説明できるようになることと、今後、法律の学習が必要になった場合も、自らの力で学習を進めることが出

来るための基本を身につけ、法的なものの見方や考え方を養うことが到達目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

   法は、実は身近な存在です（授業の中で詳細に触れます）。さらに、法学は、刑法や民法、商法などの法律学を学習するため

の入門段階として必要不可欠な科目です。この授業は、このような法や法学が、実社会に対して、どのような影響を与えているの

かを、受講する学生の皆さんが理解することにあります。 

 授業の進め方については、下記にある「授業計画」に沿って進むので、各自で参照して下さい。本授業に於いては、公法（憲法

や刑法、行政法など）、私法（民法や商法など）、社会法（労働法や社会保障法など）といった国内法に加え、国際法についても概

説し、法学全般についての理解を深めることを予定しています。 

 なお、授業に際して、教員は、平易な言葉で、分かりやすく、かつ、双方向の対話を心掛けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学 2 を学ぶ―オリエンテーション（説明・概観）とイントロダクション（導入） 

 受講する学生は、授業を受講する際の注意事項等や、法学を学ぶ際の重点を理解することができる。 

2. 国家と法―国家とは何か・法とは何か 

 受講する学生は、国家とは何か、ということが理解することができる。 

3. 実定法―法の存在形式 

 受講する学生は、法の分類や、法の存在形式について説明することができる。 

4. 裁判制度―紛争と裁判 

 受講する学生は、民事裁判や刑事裁判に関して、その違いや内容について説明することができる。 

5. 夫婦・子どもと法―家族とは何か 

 受講する学生は、家族法について理解することができる。 

6. 自己決定権―基本的人権の保障 

 受講する学生は、自己決定について理解することができる。 

7. 生命倫理と法―医療技術の進展と社会 

 受講する学生は、現在進行形で発展を遂げる科学技術に呼応した法のありかたについて説明することができる。 

8. 刑法―犯罪と刑罰 

 受講する学生は、罪刑法定主義や、犯罪の構成要件該当性、違法性、責任などを説明することができる。 

9. 社会保障―法による保障制度 

 受講する学生は、福祉国家と社会保障について理解することができる。 

10. 労働と法・消費者と法―労働者、消費者の保護 

 受講する学生は、労働法や消費者保護について理解することができる。 
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11. 行政法―身近な行政法と行政作用 

 受講する学生は、行政に関する法について理解することができる。 

12. 環境と法―環境問題と法規制 

 受講する学生は、環境法の歴史的背景や、現在の環境法制について説明することができる。 

13. 国際社会と法（1）―国際社会を規律する法：国際法 

 受講する学生は、国際社会がどのような社会かを理解することができる。 

14. 国際社会と法（2）―国際組織 

 受講する学生は、国際連合や欧州連合などの国際機関について理解することができる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前の準備は、特にありません。法学の初学者であることを前提にして、授業を進めます。なお、授業を受講後は、よく復習をし

て下さい。 

 

 但し、社会科学の基礎となる知識を要求する科目である関係上、中等教育で培ったはずの、「公民」や「日本史」「世界史」「政治

経済（政治分野）」の知識が必要になることが多分にあります。良い機会であるから、これまで学んだ知識をまとめる意味でも、も

う一度見直すことも検討して下さい。  

 

 授業に際しては、教員の作成したオリジナルのレジュメを配布します。このレジュメに従って、黒板への要点板書、及び口述筆

記により授業を進行させる予定です。また、授業中、受講する学生の皆さんは、教員の板書と並んで、教員が述べる講義の重要

部分に関して、詳細にノートして下さい。 

 

 授業は、教科書の各章を基準として進みます。従って、教科書の所持が必須になります。必ず入手して下さい。 

 

 なお、本授業概要（シラバス）に沿って進む予定であるものの、第 14 回までの授業の内容が、場合によって多少の変動も有り

得ることを、受講する学生の皆さんは、了解して下さい。授業進行の詳細を、第 1 回目の授業の際に述べます。  

 

※本講義は、私語厳禁です。また、他の受講する学生の皆さんに対する学習の妨げとなる行為を禁止します。心して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験で行います。（定期試験 100％）  成績評価は、期末の筆記試験の点数で評価を行います。点数配分は、期末の筆記

試験 100 点を満点とするものです。期末の筆記試験の未受験者に、教員は、成績評価を行うことが出来ません（追試験を除く）。

期末の筆記試験受験が成績評価の条件となるので、十分注意して下さい。また、授業への参加態度、あるいは、レポートや課題

をはじめとする提出物も成績評価に加味することがあります（但し、あくまでも、評価は筆記試験で行います）。評価方法の詳細

を、第 1 回目の授業の際に述べるので、必ず出席して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小川富之ほか編、2016、『ロードマップ法学』、一学舎 (ISBN:9784904027158) 

 

参考文献（Readings） 

※参考文献を、講義中に幾つか推薦します。 

※当該科目関係のものに留まらず、さまざまな書籍や新聞・雑誌等の活字に親しむことが望ましいです。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/verfassungsrecht  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 70 - 

■IA503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA503／政治学 

(Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義って何だ？ 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 達夫(FUJII TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代民主主義の原理や制度についての基礎的な知識を得ること。 

近代民主主義に内在する問題を批判的に検討できること。 

履修生の各自がより望ましい民主主義のあり方を構想できること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスの EU離脱やトランプのアメリカ大統領就任といった出来事は，民主主義への失望や不信をいっそう高めたと言われてい

る。その判断は別として，このようなときだからこそ，民主主義という政治のそもそもの構想はどのようなものであったのか，その

実情はどうであるのかを再考することが求められている。そこで，この授業では，近代の民主主義に焦点を当てる。近代の民主

主義の基本原理，近代から現代にいたる民主主義の歴史，そして現在の民主主義が抱える諸問題を理論的視座から検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

――近年のポピュリズム現象を手掛かりに 

2. 籤こそ民主主義 

――古代アテナイの民主主義 

3. 対等な者たちからなる自由な社会 

――ルソーによる近代民主主義の基礎付け 

4. 国民主権の始源 

――ルソーの一般意思からシエイエスの憲法制定権力へ 

5. 少数者は擁護されねばならない 

――J.S.ミルによる多数者の暴政批判 

6. そして、議会は自滅し、国家は消滅する 

――マルクスとレーニンによる民主主義批判 

7. 治者と被治者の自同性としての民主主義 

――カール・シュミットによる議会主義批判 

8. 全体主義に対して議会を擁護する 

――ヴェーバーおよびケルゼンによる議会制度の正当化 

9. ポピュリズムと民主主義 

――代表制度の機能不全とポピュリズムの温床 

10. ルサンチマンと民主主義 

――社会連帯を破壊する新自由主義 

11. グローバル化と民主主義 

――例外状態の日常化が引き起こす民主主義の危機 

12. 地域社会と民主主義 

――現代の民主主義の学校はどこにある？ 

13. デモと民主主義 

――選挙だけが民主主義ではない 

14. 熟議と民主主義 

――多数決だけが民主主義ではない 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考書や授業内で紹介される参考書に目を通すことが望ましい。 

必要があれば適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントシート(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 森政稔、2008、『変貌する民主主義』、ちくま新書 

2. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か』、中公新書 

3. 待鳥聡史、2015、『代議制民主主義』、中公新書 

4. 橋場弦、2016、『民主主義の源流』、講談社学術文庫 

5. 齋藤純一、2017、『不平等を考える――政治理論入門』、ちくま新書 

上記以外の参考文献は、授業内で随時紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA504／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化する経済の現状と諸課題を読み解く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済がグローバル化している昨今、国際経済への理解を深めることは非常に重要になっている。そこで、本講義では、伝統的な

国際経済学の理論、実態、制度的枠組み、諸課題について考察し、グローバル化する経済の理解を深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 経済のグローバル化とは？ 

3. 国際貿易の理論① 

4. 国際貿易の理論② 

5. 国際貿易政策 

6. 国際貿易システム 

7. 地域統合 

8. 直接投資と多国籍企業 

9. 国際収支と為替レート 

10. 国際通貨システム 

11. グローバル化と経済開発 

12. グローバリゼーション下の途上国 

13. 東アジアの奇跡と危機 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指定せず、必要に応じて指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席、リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定せず、必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会学１ 

(Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会と社会学のイメージを捉える 

担当者名 

（Instructor） 
入江 公康(IRIE KIMIYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会を捉える包括的な見方を学ぶ。社会学のイメージを捉える。 

（なお、「社会学１」「社会学２」と蓄積的に講義を進めるため、双方を受講することが望ましい。） 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学の基本的な概念や思考方法を紹介しながら、現代社会を把握する視点を獲得。「社会」は今あるものが昔からずっとそう

だったわけではなく、そこには歴史が存在している。そうした「社会」の歴史、すなわち変化を踏まえ、現代社会を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会と近代化――社会学のはじまり 

3. 社会学の「古典」から １ 

4. 戦後の産業と社会 １ 工業化 

5. 戦後の産業と社会 ２ 脱産業化 

6. 「社会」の戦後史 

7. ジェンダーの視点から １ 

8. ジェンダーの視点から ２ 

9. カルチュラル・スタディーズについて １ 

10. カルチュラル・スタディーズについて ２ 

11. 「都市」――ニューアーバンソシオロジー 

12. 「家族」のつくられ方 

13. 「公害」の社会史 １ 

14. 「公害」の社会史 ２ 

15. 社会学の「古典」から ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後、テキストおよびノートの読み返し、および講義中紹介された文献の探索を心掛けてほしいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 入江公康、2018、『現代社会用語集』、新評論 (978-4-7948-1070-0C0030) 

 

参考文献（Readings） 

1. 入江公康、2008、『眠られぬ労働者たち』、青土社 (ISBN:978-4791763979) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像資料を適宜使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会学２ 

(Sociology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学のイメージを捉える・現代社会を捉える眼を持つ 

担当者名 

（Instructor） 
入江 公康(IRIE KIMIYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を捉えるうえで、どのような社会学・社会思想・社会哲学的視角が必要か、を掴み取ってもらう。 

（なお、「社会学１」を踏まえて講義を進めるので、本講義「社会学２」は「社会学１」をあらかじめ受講していることが望ましい。） 

 

授業の内容（Course Contents） 

「現代社会」ということを多角的に捉えるべく、わりと新しい社会学、社会哲学的方法論などを駆使しながら講義を進める。その

際、社会の中の政治、社会運動、社会のダイナミズム、社会の中の価値の多様性、社会構造とその変化などに留意しながら「現

代社会」を読み解く。特に、「暴力」「力」といった点に着目し、それらを社会哲学的な抽象性にまでさかのぼって把握することに努

める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバルな社会・ポストグローバルな社会 １ 

3. グローバルな社会・ポストグローバルな社会 ２ 

4. 消費社会と戦争――＜帝国＞の時代 

5. 政治の始まりと社会運動――「政治」を社会の中から／で考える １ 

6. 政治の始まりと社会運動――「政治」を社会の中から／で考える ２ 

7. 「暴力」と社会――「構造的暴力」を考える １ 

8. 「暴力」と社会――「構造的暴力」を考える ２ 

9. 「生活史」から考える社会 

10. ＜ファシズム＞と大衆社会 

11. ＜ファシズム＞と権威主義的体制 

12. 優生思想と社会 １ 

13. 優生思想と社会 ２ 

14. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 １ 

15. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後、テキストおよびノートの読み返し、および講義中紹介した文献の探索などを心掛けてほしいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 入江公康、2018、『現代社会用語集』、新評論 (978-4-7948-1070-0C0030) 

 

参考文献（Readings） 

1. 入江公康、2008、『眠られぬ労働者たち』、青土社 (ISBN:978-4791763979) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視聴覚資料を多用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理学１ 

(Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
他者理解と関わり方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 育代(KONDO IKUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間は社会的動物であると言われます。私たちは、身近なところでは家族、友人、そして学校や会社の人間関係など、様々な集

団・組織において他者と接しています。では、他者とより良く関わるために、どのような視点で人を理解すればよいのでしょうか。こ

の授業では、「発達」「社会」「臨床」の心理学的な知見を紹介し、人間を客観的に理解する能力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は、人の行動とその背後にある心理過程を理解することを目指す学問です。本講義では、その中でも、人の発達のプロセ

ス（対人関係や人格形成、認知の発達など）、他者や集団との関わりに影響する要因、そして、対人援助のアプローチについて取

り上げながら、他者をどのように理解し、関わるかについて、学んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発達の規定因 

3. 愛着による発達 

4. 人格発達のプロセス 

5. 認知発達のプロセス 

6. 自己認識の形成 

7. 他者認知の仕方 

8. 対人関係のあり方とコミュニケーション 

9. 集団における同調と服従 

10. リーダーシップのあり方 

11. 精神分析による心理援助の考え方 

12. クライエント中心療法による心理援助の考え方 

13. 行動療法による心理援助の考え方 

14. 認知行動療法による心理援助の考え方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容について復習し、理解の不足している箇所がないか確認してください。疑問点があれば次回の授業時までに質問できる

ようにまとめておいてください。また、授業の中で紹介した理論や課題について、日常生活ではどのような場面に適用することが

できるか自分なりに考え、問題意識をもって授業に臨めるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内に行う小テスト(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの指定はありません。必要な資料については授業中にプリントを配布します。  

 

参考文献（Readings） 

1. 岡市廣成・鈴木直人（監修）、（2014）、『心理学概論 第 2 版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779508304) 

2. 鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃（編）、（2015）、『心理学 第 5版』、東京大学出版会 (ISBN:413012109X) 

3. 西本武彦・大藪泰・福沢一吉・越川房子（編）、（2009）、『テキスト現代心理学入門』、川島書店 (ISBN:4761008512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式で、レジュメを配布しながら行います。授業内容に関連した映像資料も適宜活用しま

す。また、毎回授業時に小テストを実施し、次回授業開始時にフィードバックを行います。 
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注意事項（Notice） 
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■IA508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理学２ 

(Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
白石 智子(SHIRAISHI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人となり」や「心理的問題の理解と支援」について，心理学の基礎的な知識を身につけ，それらを生活の中で実践的に活かすこ

とを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人となり」といえるパーソナリティを，心理学ではどのように捉えているのか，その諸理論について様々な心理学分野の知見に触

れながら学ぶ。そして，パーソナリティの発達の諸相，パーソナリティの偏りについての理解を深める。続いて，身近な心理的問題

について，その理解と支援を臨床心理学の知見から学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：何を学ぶか？ 

2. パーソナリティの捉え方 

3. 状況の影響 

4. 遺伝と環境 

5. 精神分析理論からみたパーソナリティ 

6. 学習理論からみたパーソナリティ 

7. 人間性心理学からみたパーソナリティ 

8. パーソナリティの発達 

9. パーソナリティの偏り 

10. 適応と不適応 

11. 抑うつの理解と支援 

12. 不安の理解と支援 

13. 予防の考え方 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中，適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義を中心とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA509／地理学１ 

(Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本列島の生い立ちと自然環境を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本列島における地形・水文・気候といった自然環境と，そこで生活する人々との関わりを理解することを目標とする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本列島を取り巻く自然環境と人間の相互作用について，地球規模から地域レベルまでの空間スケールを交えて講義する．パ

ワーポイントや Google Earth などを用い，ビジュアルな授業を行う．また，理解を深めるために一部地図を用いた作業も行う． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：本授業のねらい 

2. 相模原の河岸段丘と人々の生活(1)：地図を使って分析をする 

3. 相模原の河岸段丘と人々の生活(2)：図上作業の結果からわかること 

4. 相模原の河岸段丘と人々の生活(3)：水と人びとの生活 

5. 日本の地形区分(1)：海水準変動と平野の地形 

6. 日本の地形区分(2)：山地と平野 

7. 日本周辺の大地形(1)：地震と火山 

8. 日本周辺の大地形(2)：プレートテクトニクスと島弧—海溝系 

9. 日本の古地理変遷 

10. モンスーンと日本の冬 

11. 日本の豪雪災害 

12. 局地風と人びとの暮らし 

13. 北東ユーラシアにおける偏西風と日本の気候 

14. 大気大循環と世界の気候帯 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業への貢献度(20%) 

中間テストは Blackboardを用いて実施する． 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉谷隆・松本淳・平井幸弘、2005、『風景のなかの自然地理（改訂版）』、古今書院 (ISBN:9784772270175) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作業に必要な器材（色鉛筆や物差しなど）については，Blackboard 上で指示を出す． 

 

注意事項（Notice） 
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■IA510 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA510／地理学２ 

(Geography 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地図に関する歴史を紹介し，地図を使った様々な分析手法について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義に加えて，地図を使った作業を行う 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス：地理情報科学とはなにか 

2. 地理的世界の表現法：紙の地図とデジタルマップ 

3. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』1 

4. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』2 

5. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 1 

6. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 2 

7. 日本における地図の歴史：伊能忠敬の日本地図 

8. 地理的データの取得方法：地図上の計測 

9. 見えないものを地図にする：コロプレスマップの作成 

10. 小学校区は適切か：ボロノイ分割による空間分割 

11. お客は何人見込めるか：面積按分による人口推定 

12. クリニックの多い場所はどこか：格子法による点パターン分析 

13. 小学校とクリニックに関係はあるのか：平均最短距離法による点パターン分析 

14. 混ざっている？混ざっていない？：Ｊｏｉｎ統計量による空間的自己相関 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/提出物(30%)/授業への貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献（Readings） 

1. 野上道男ほか、2001、『地理情報学入門』、古今書院 (ISBN:4130225006) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作業に必要な器材（色鉛筆や物差しなど）については，Blackboard 上で指示を出す． 

 

注意事項（Notice） 
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■IA511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA511／日本史１ 

(Japanese History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
茶谷 誠一(CHADANI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀後半～20 世紀初頭における日本近代史を近代国家建設の過程や国際関係を中心に概観しながら， 大日本帝国時代の

国家のしくみについて理解を深めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近代史について，「帝国主義」の視点から，国内政治体制の変遷や欧米諸国，アジア諸

国との国際関係を含めて紹介していく。対象時期の中心は，明治国家の建設過程から，1920年代までの帝国繁栄の時期を中心

とし，1930 年代の軍部の台頭までを取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、近代国家建設への道（導入） 

2. 明治憲法体制 

3. 東アジア地域秩序の変動（日清戦争） 

4. 日本の帝国主義化（日露戦争） 

5. 第一次世界大戦 

6. 大衆社会と原内閣 

7. 憲政の常道 

8. 政党内閣制の時代 

9. 満蒙の危機と昭和恐慌 

10. 満州事変 

11. 満州国建国 

12. 国際連盟脱退 

13. 軍部の台頭 

14. メディアと戦争 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席を含む授業参加度(30%)/講義後のコメント点(10%) 

出席を重視するので，欠席や遅刻、途中退室には注意すること。出席は毎回とる。平常における出席状況を重視し、欠席や遅刻

が多い場合は，試験の成績にかかわらず，それだけで不合格の対象とするので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，プリントを適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂野潤治、2012 年、『近代日本政治史』、岩波書店 

2. 加藤陽子、2009 年、『それでも，日本人は「戦争」を選んだ』、朝日出版社 

3. 江口圭一、1991 年、『新版十五年戦争小史』、青木書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA512／日本史２ 

(Japanese History 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日中戦争以降の日本近現代史につき，政治外交史を中心に概観し，なぜ，日本が無謀な戦争へと突き進んでいったのかを理解

する。 

変更後： 

日中戦争以降の日本近現代史につき，政治外交史の視座と社会史の視座を通して概観し，なぜ，日本が戦争へと突き進んでい

ったのか支配・動員の構図，戦争の全体像，またその遺産について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近現代史について，帝国の崩壊過程，すなわち，中国大陸への膨張政策を契機に列強

との協調関係を崩壊させ，アジア太平洋戦争へと突入し，敗戦に至る 1930 年代から 40 年代の日本の姿を追っていく。授業後半

では占領期の新憲法成立や東京裁判を題材にあげ、戦後復興の裏面を紹介する。 

変更後： 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近現代史について，帝国の崩壊過程，すなわち，中国大陸への膨張政策を契機に列強

との協調関係を崩壊させ，アジア太平洋戦争へと突入し，敗戦に至る 1930 年代から 40 年代の日本の姿を追っていく。授業後半

では占領期の新憲法成立や東京裁判といった戦後社会成立期の問題や，戦争遺跡や戦争観の問題も扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

ガイダンス（講義内容，成績評価など） 

変更後： 

ガイダンス（講義内容，成績評価など）及び歴史の見方・考え方 

2. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

盧溝橋事件 

変更後： 

近代史の枠組み理解及び満州事変以降の展開 

3. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日中戦争の長期化 

変更後： 

盧溝橋事件から日中戦争へ 

4. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

三国同盟 

変更後： 

30 年代の地域社会 

5. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日米交渉 

変更後： 

三国同盟から日米開戦へ 

6. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

開戦前の国内情勢 

変更後： 
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総力戦体制の成立 

7. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日米開戦 

変更後： 

戦時下の地域社会 

8. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

アジア・太平洋戦争の展開 

変更後： 

玉砕の島々―南洋諸島から沖縄戦まで 

9. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

戦局の悪化 

変更後： 

ポツダム宣言の受諾 

10. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

沖縄戦，原爆 

変更後： 

占領と新憲法の制定 

11. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

ポツダム宣言受諾と敗戦 

変更後： 

戦後東アジア世界の成立 

12. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

新憲法の成立 

変更後： 

東京裁判と靖国の戦後 

13. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

東京裁判と天皇免責 

変更後： 

戦争遺跡と観光 

14. 学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(35%)/テスト(35%)/授業時のコメントなど(30%) 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため）変更前：レポート試験【50％】平常点【50％ 内訳：出席を含む授業

参加度（30%)、講義後のコメント点（20％）】出席を重視するので，欠席や遅刻、途中退室には注意すること。出席は毎回とる。平

常の出席状況を重視し、欠席や遅刻が多い場合は，レポートの成績にかかわらず，それだけで不合格の対象とするので注意す

ること。変更後：平常点【100％ 内訳：レポート（35%)、テスト（35％）、授業時のコメントなど(30%) 】問題行動が目立つと減点という

措置もありうる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず，講義時に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田裕・森茂樹、2007 年、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館 

2. 加藤陽子、2016 年、『戦争まで』、朝日出版社 

3. 成田龍一、2012 年、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社 

4. 三谷太一郎、2017 年、『日本の近代とは何であったのか』、岩波書店 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

吉田裕・森茂樹、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館、2007 年 

古川隆久、『「昭和天皇実録」講義』、吉川弘文館、2015 年 

加藤陽子、『戦争まで』、朝日出版社、2016 年 
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変更後： 

講義に直接関係するもの 

1. 吉田裕・森茂樹、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館、2007年 

2. 加藤陽子、『戦争まで』、朝日出版社、2016 年 

日本近代史の枠組みや歴史学を学ぶ意味を考えるために 

3. 成田龍一、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社、2012年 

4. 三谷太一郎、『日本の近代とは何であったのか』、岩波書店、2017 年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA513／外国史１ 

(World History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の展開 

担当者名 

（Instructor） 
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．海域アジアの歴史に関する基礎的な知識を体系的に習得し、世界史全体の流れのなかで理解する。 

２．講義の内容をふまえ、海域アジア史の諸問題に関して自らの見解を述べる力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

15 世紀から 19 世紀の東南アジアを中心とした海域アジアの歴史を解説する。東南アジアの沿海地域は海上交易路の要衝であ

り、交易を基盤とする港市国家という独特な政体が発展した。これらの港市では、様々な地域との間の文化、人間、商品の交流

により、多様性を持った社会が形成された。講義では毎回一つの港市をとりあげ、海上交易の展開とそれに伴う地域秩序の変化

という視角から論じることで、アジアの海域社会の特徴について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 東南アジア地域 

3. アジアの交易世界と港市国家 

4. インド洋交易圏 

5. 南シナ海交易圏 

6. ポルトガル、スペインのアジア進出 

7. 東南アジアの日本人町 

8. オランダ東インド会社の覇権 

9. アジアのイスラム・ネットワーク 

10. 近世の王朝国家と海域世界 

11. 東南アジアにおける華人ネットワーク 

12. イギリスのアジア進出 

13. シンガポールの建設と海域アジアの秩序の変化 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

パワーポイント・スライドは事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。参考文献もしくはその他の概説書の該当する箇

所を読んでおくこと。 

授業時に個別のテーマの参考文献を紹介するので、復習としてそれを読み、関心を深めていくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用せず、パワーポイント・スライドと資料をもとに講義する形態をとる。 

パワーポイント・スライドは、blackboard に掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井米雄、桜井由躬雄編、1999、『東南アジア史 I 大陸部（新版世界各国史 5）』、山川出版社 

2. 池端雪浦編、1999、『東南アジア史 II 島嶼部（新版世界各国史 6）』、山川出版社 

その他の参考文献は、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA514／外国史２ 

(World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア近代史の展開 

担当者名 

（Instructor） 
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．アジアの近代史に関する基礎的な知識を体系的に習得し、アジアにおける近代という時代に対する理解を深める。 

２．講義の内容をふまえ、アジア近代史の諸問題に関して自らの見解を述べる力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19～20 世紀の東南アジアを中心としたアジア近代史の展開を論じる。東西交易の要衝で多様な人々や文化が交流してきた東南

アジアでは、近代の植民地化により現在の国境線がひかれ、言語や宗教を異にする多くの民族が共存する国家が形成された。

同時に、最近は地域統合や経済発展によって存在感を高めている地域でもある。講義では、外来の勢力や文化をとりいれ、多様

性を持ちながら成長する東南アジアの歴史を描く。そして、他地域との関係を視野に入れながら、アジアにおける近代という時代

の意味を議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 東南アジアの植民地化（１）19 世紀前半 

3. 東南アジアの植民地化（２）19 世紀後半 

4. 植民地経済の展開（１）自由貿易体制と輸出経済の形成 

5. 植民地経済の展開（２）アジア間交易の発展 

6. 近代東南アジア社会（１）都市の発展と移民の役割 

7. 近代東南アジア社会（２）農村社会の変化 

8. アジアにおけるナショナリズム（１）20 世紀初頭 

9. アジアにおけるナショナリズム（２）1920、30 年代 

10. 第二次世界大戦と日本軍政 

11. 東南アジア諸国の独立 

12. 冷戦構造とアジアの社会主義体制 

13. アジアの経済発展と開発体制 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

パワーポイント・スライドは事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。参考文献もしくはその他の概説書の該当する箇

所を読んでおくこと。 

授業時に個別のテーマの参考文献を紹介するので、復習としてそれを読み、関心を深めていくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用せず、パワーポイント・スライドと資料をもとに講義する形態をとる。 

パワーポイント・スライドは、事前に blackboardに掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井米雄、桜井由躬雄編、1999、『東南アジア史 I 大陸部（新版世界各国史 5）』、山川出版社 

2. 池端雪浦編、1999、『東南アジア史 II 島嶼部（新版世界各国史 6）』、山川出版社 

上記以外の参考文献は、授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IA515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA515／地誌学 

(Regional Geography) 

担当者名 

（Instructor） 
中牧 崇(NAKAMAKI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業では、日本地誌を通して、国土構造のあり方に関心を払いながら、現実に起きている多様な現象への認識を深め、考えるこ

とができるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、地理的見方・考え方を身につけながら、自然現象（自然的条件）と人文現象（社会・経済的条件、歴史的条件）が密接

に関わって形成された地域の特徴を日本地誌をから学ぶ。関東地方（１都６県）、中部地方のなかから、新潟県・長野県・山梨県・

静岡県の事例地域をできるだけ多く取り上げることにより、他地域との比較・検討を行う。なお、関東地方の事例地域では、東京

（近世の江戸）が多く登場するが、東京と埼玉との関係、東京と埼玉の比較・検討も行いたい（新座の地誌は、日本地誌で取り上

げる）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（地理学とは何か） 

2. 地理的（地誌的）見方・考え方につぃて 

3. レポートの作成について 

4. 「東京」のさまざまなイメージ・範囲について 

5. 東京が大都市として歩みはじめた経緯―近世の江戸のまちづくりから― 

6. 近世の江戸における地域構造の特色 

7. 明治期の東京における地域構造の特色 

8. 大正期～昭和中期（高度経済成長期以前）の東京における地域構造の特色 

9. 高度経済成長期以降の東京圏における市街地の拡大 

10. 北関東を中心とした産業の役割―首都圏の連携のなかで考える― 

11. 新潟県における冬季の気候の特色―群馬県との対比― 

12. 新潟県における積雪と人間生活との関係 

13. 長野県・山梨県・静岡県を中心とした交通体系の現状 

14. 長野県・山梨県・静岡県における産業の役割と地域振興の展開 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習・事後学習の内容とあわせて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/受講状況(25%)/レポート点(10%) 

※受講状況（25％）は出席を重視します（必要に応じて小課題を出す予定です）。 

 

テキスト（Textbooks） 

青木英一・北村嘉行『世界を読む 改訂版』（原書房、2005 年発行）の該当ページ（一部）を、発行以後の地域変容を踏まえて加

筆・修正した内容を配布プリントとして用いる（『世界を読む』を新たに購入する必要はない）。二宮書店 or帝国書院の地図帳を持

参すること。 

 

参考文献（Readings） 

配付プリントに提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回目の授業（ガイダンス）に出席することがきわめて重要である。なお、授業計画は履修者の人数などにより、変更することが

ある。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA516／生涯学習概論１ 

(Introduction to Lifelong Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1680 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習に関わる基本的な考え方を社会教育との関連で把握した上で、多様な学習機会に対する理解を通して、生涯学習概念

を具体的に捉えていくことを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯学習という言葉は、1965 年、ユネスコの提言を契機として、国際的に普及・浸透し現在に至る。この授業では、生涯学習の

概念とその社会的意味について詳述し、社会教育との関連で解説を加えていく。また、カナダにおける生涯学習の展開を踏まえ

て、比較的観点から日本の生涯学習について考察する。生涯学習概念の具体的な理解を深めるためには、多様な学習機会にも

目を向けることが重要となる。ここでは、専修学校、企業、ボランティア活動における教育・学習活動を取り上げる。なお、海外・国

内での訪問調査記録は、映像を含めた総合的な理解を深めるために、パワーポイントを用いて紹介したいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会教育の概念 (1)一般的概念と法制上の概念 

3. 社会教育の概念 (2)具体的内容 

4. 生涯学習の理念 

5. 生涯学習論の生成と展開   

6. 日本における生涯学習の展開 

7. 中間テスト 

8. カナダにおける生涯学習の展開 

9. 成人学習者の特性 

10. 多様な学習機会 (1)専修学校を中心として 

11. 多様な学習機会 (2)企業内教育を中心として―その構造 

12. 多様な学習機会 (3)企業内教育を中心として―その具体的事例 

13. 多様な学習機会 (4)ボランティア活動―カナダとの比較的観点から 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/ミニレポート①(15%)/ミニレポート②(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 倉内史郎・鈴木眞理編、1998年、『生涯学習の基礎』、学文社 

2. 鈴木眞理・永井健夫・梨本雄太郎編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社 

3. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006年、『社会教育の基礎』、学文社 

4. 鈴木眞理・松岡廣路編、2003年、『生涯学習と社会教育』、学文社 

5. 三輪建二著、2010 年、『生涯学習の理論と実践』、放送大学教育振興会 

6. 日本生涯教育学会編、『生涯学習研究ｅ事典』（http://ejiten.javea.or.jp） 

その他、必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

生涯学習概論２、社会教育施設論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 
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注意事項（Notice） 
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■IA517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA517／生涯学習概論２ 

(Introduction to Lifelong Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1680 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習概念の基礎的理解を前提としつつ、社会的要請にもとづく生涯学習についての理解を深めることを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯学習概念は、個人的要請と社会的要請の 2 つの要請から成り立っている。この授業では特に、社会的要請からの生涯学習

に位置づく現代的課題に焦点を据えることによって、生涯学習概念の総合的理解を深めていくことをめざしている。具体的な現代

的課題として、「高齢社会」「少子社会」における諸問題に注目し、それぞれの社会において求められている課題について考察を

加える。それらの考察を通して、履修者自身が、「高齢社会」「少子社会」をどのように生きていくのかについて考えていくことがで

きるような授業展開に努める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 生涯学習と現代的課題―生涯学習の社会的基底 

3. 高齢社会と生涯学習 1―高齢者をとりまく状況 

4. 高齢社会と生涯学習 2―教育老年学と高齢者教育学 

5. 高齢社会と生涯学習 3―高齢者の特性を生かした学習支援① 

6. 高齢社会と生涯学習 4―高齢者の特性を生かした学習支援② 

7. 中間テスト 

8. 少子社会と生涯学習 1―少子社会の状況と考察する枠組 

9. 少子社会と生涯学習 2―子どもを育む社会づくりに向けて 

10. 少子社会と生涯学習 3―異年齢交流の事例「どんぐりクラブ」 

11. 少子社会と生涯学習 4―異年齢交流の事例「寺子屋事業」 

12. ワーク・ライフ・バランス 1―その生成と展開 

13. ワーク・ライフ・バランス 2―育児休業制度を中心として 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/ミニレポート①(15%)/ミニレポート②(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木眞理・小川誠子編、2003年、『生涯学習をとりまく社会環境』、学文社 

2. 鈴木眞理・永井健夫・梨本雄太郎編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社 

その他、必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

生涯学習概論１、社会教育施設論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA518／社会教育施設論１ 

(Facilities for Adult Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1680 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習との関連で、人びとの学習活動を支援する社会教育施設の役割について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人びとの生涯学習支援のなかで、公民館・博物館などの社会教育施設が果たす役割について詳述する。その際、社会教育施設

ボランティアの自己形成や、カナダを中心とした諸外国の類似施設にも注目することによって、日本における社会教育施設の意

味・役割について考察を深めていく。また、この授業では、社会教育施設に対する具体的な理解を深めるために、履修者それぞ

れが博物館・公民館を見学し、そこで学んだ内容をレポートにまとめることが求められる。プレゼンテーションが求められることも

ある。施設見学の内容に関しては、初回の授業で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会教育施設の意味① 

3. 社会教育施設の意味② 

4. 生涯学習行政の概要 

5. カルチャーセンター―公民館との比較的観点から① 

6. カルチャーセンター―公民館との比較的観点から② 

7. 公民館の活動をめぐる諸問題① 

8. 公民館の活動をめぐる諸問題② 

9. 公民館の活動をめぐる諸問題③  

10. 公民館の活動をめぐる諸問題④ 

（公民館視察の報告会） 

11. 博物館の活動をめぐる諸問題① 

12. 博物館の活動をめぐる諸問題② 

13. 博物館の活動をめぐる諸問題③ 

14. まとめ（プレゼンテーション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/公民館ミニレポート(20%)/受講態度＜ディスカッションなどでの授業の貢献度やリアクションペー

パーへの記入状況を含む＞(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編、2015、『社会教育の施設論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2513-6) 

必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木眞理・守井典子編、2003年、『生涯学習の計画・施設論』、学文社 

2. 碓井正久・倉内史郎編、1996年、『新社会教育』、学文社 

3. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006年、『社会教育の基礎』、学文社 

4. 鈴木眞理・津田英二編、2003年、『生涯学習の支援論』、学文社 

5. 鈴木眞理他編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社 

6. 大堀哲他編、1999 年、『博物館概論』、樹村房 

7. 大堀哲他編、2005 年、『博物館概論』、学文社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会教育施設論２、生涯学習概論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 
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注意事項（Notice） 
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■IA519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA519／社会教育施設論２ 

(Facilities for Adult Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1680 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習との関連で、人びとの学習活動を支援する社会教育施設の役割について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育施設論１の未履修者へも配慮し、社会教育施設の概況を説明した上で、特に、図書館・青少年教育施設・女性教育施

設（男女共同参画センターを含む）の活動をめぐる諸問題について講述する。その際、社会教育施設ボランティアの自己形成に

注目することによって、社会教育施設の意味・役割について検討する。また、この授業では、社会教育施設に対する具体的な理

解を深めるために、履修者それぞれが図書館などを見学し、そこで学んだ内容をレポートにまとめることが求められる。プレゼン

テーションが求められることもある。施設見学の内容に関しては、初回の授業で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会教育施設の概況 

2. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題① 

3. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題② 

4. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題③ 

5. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題④ 

6. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題⑤ 

7. 図書館の活動をめぐる諸問題① 

8. 図書館の活動をめぐる諸問題② 

9. 図書館の活動をめぐる諸問題③ 

10. 図書館の活動をめぐる諸問題④ 

（図書館視察の報告会） 

11. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題① 

12. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題② 

13. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題③ 

14. まとめ（プレゼンテーション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/図書館ミニレポート(20%)/受講態度＜ディスカッションなどでの授業の貢献度やリアクションペー

パーへの記入状況を含む＞(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編、2015、『社会教育の施設論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2513-6) 

必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木眞理・守井典子編、2003年、『生涯学習の計画・施設論』、学文社 

2. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006年、『社会教育の基礎』、学文社 

3. 北嶋武彦編、2005 年、『図書館概論』、東京書籍 

4. 植松貞夫他編、2005 年、『図書館概論』、樹村房 

5. 塩見昇編、2008 年、『図書館概論』、日本図書館協会 

6. 小田光宏編、2005 年、『図書館サービス論』、日本図書館協会 

7. 日本生涯教育学会編、『生涯学習研究ｅ事典』（http://ejiten.javea.or.jp） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会教育施設論１，生涯学習概論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 
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■IA520 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA520／社会教育計画１ 

(Planning for Adult Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会教育に関係する理論 

担当者名 

（Instructor） 
米澤 朋英(YONEZAWA TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1680 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育，生涯学習に関係する理論を中心に解説し，計画と立案に必要な考え方と知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会の急激な変化と学習者のニーズの多様化により，生涯学習・社会教育の現場では実践的な対応が必要になっている。 

この講義では，現在の成人学習者の特性，学習メディアの特性，教授・学習理論などの理論的な枠組みの理解を,教育学等の理

論を通して学習し，社会教育計画・生涯学習振興計画を作る上で必要な知識と技術を身につけてもらう。 

※一部、生涯学習概論などと重複する内容がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 社会教育と生涯学習 

2. 社会教育主事の仕事 

3. 社会教育に関連する法律 1 

4. 社会教育に関連する法律 2 

5. 社会教育施設（中間課題出題 予定） 

6. 成人学習者の特性 

7. 成人が学習する動機 

8. 教育理論 

9. 指導と支援のタイミング 

10. 指導・支援の方法と技術 

11. 指導・支援の組織 

12. 立案のためのブレーンストーミングと KJ 法 

13. 社会教育と教育メディア 

14. 評価理論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間課題は学外での学習活動が必要になる。その他については復習が中心になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間課題(20%) 

中間課題がある。レポートを提出してもらう。内容は講義中に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを毎時間配布する。再配布はしない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出欠確認は毎回行う。 

その他の講義の進め方や受講時の注意事項については 1 回目の講義で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA521／社会教育計画２ 

(Planning for Adult Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調査と計画の立案 

担当者名 

（Instructor） 
米澤 朋英(YONEZAWA TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMX1680 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部 2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習・社会教育における事業計画の手法と社会教育調査の理論と方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育計画１で学習する理論や概念は理解していることを前提に授業を進めるので,社会教育計画１を履修してから受講しても

らいたい。 

社会教育計画２では，いくつかの自治体の事例を取り上げ解説する。 

後半は社会教育調査の考え方，手法について解説する。 

社会教育計画１の理論的な内容とは異なり，事例的，実践的な内容である。 

調査や予算計等を作成してもらう中間課題がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと生涯学習と社会教育 

2. 社会教育計画の基本的な考え方 

3. 社会教育計画の実際１（総論） 

4. 社会教育計画の実際２（各論） 

5. 社会教育計画の実際３（用語と表現等） 

6. ニーズの把握と社会教育調査（中間課題 予定） 

7. 社会教育調査１（調査の必要性） 

8. 社会教育調査２（調査のフロー） 

9. 社会教育調査３（サンプルの抽出１） 

10. 社会教育調査４（サンプルの抽出２） 

11. 社会教育調査５（質問文の作り方１） 

12. 社会教育調査６（質問文の作り方２） 

13. 著作権の考え方 

14. 社会教育と著作権 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間課題は学外での学習活動が必要になる。その他については復習が中心になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間課題(20%) 

中間課題として，設定した条件を満たす計画書の提出がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、レジュメと資料を配布する。再配布はしない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出欠確認は毎回行う。 

その他の講義の進め方や受講時の注意事項,採点基準の詳細については 1 回目の講義で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／現代社会と福祉１ 

(Modern Society and Welfare 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉とは何かを探る－大学で福祉を学ぶ－ 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

福祉学科必修科目 

他学部・他学科科目コード IB021 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会をシステム的に考察しながら、今日の生活問題を構造的に分析し、その解決／緩和のための社会システムとしての社

会福祉を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、社会福祉の基本となる理念や思想、社会と生活についての理解、支援をする人々への援助のあり方などの「福祉の

学び」の基礎を修得するものです。そのため、社会福祉の基盤となる「現代社会」を考察し、その現代社会における社会福祉のあ

り方、これまでの福祉の歩み、これからの社会福祉の課題を考察することとします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会と人々の「生きづらさ」－生活における社会と個人－ 

2. 今日の生活問題と社会福祉－貧困・格差・障害から－ 

3. 生活問題と個人・地域・社会－生きづらさは個人の問題か－ 

4. 社会福祉は何を目指すのか－障害と自立－ 

5. 海外社会福祉発達史（イギリス・アメリカを中心に） 

6. わが国における社会福祉の発達史 

7. 福祉の歩みから何を学ぶのか－これからの社会福祉を探る－ 

8. システムとしての社会福祉Ⅰ（社会福祉の法制度） 

9. システムとしての社会福祉Ⅱ（社会福祉の行政と実施機関） 

10. システムとしての社会福祉Ⅲ（社会福祉のサービス提供主体） 

11. 社会福祉実践とその基本原理・原則 

12. コミュニティと地域福祉 

13. 社会福祉の専門職と資格制度（職業倫理と専門知識・専門技術） 

14. 大学で社会福祉を学ぶことの意味と課題 

15. 講義のまとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞、インターネットなどで生活問題や社会問題、社会福祉に関する記事に注目してください。 

またテレビで社会福祉を取り上げた番組を見るようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席及び授業態度(30%)/リアクションペーパー(10%) 

社会福祉士試験受験科目ですので２／３以上の出席が単位認定の要件です。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しません。毎回の授業時に講義レジュメを配布し、それによって講義をします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山縣文治・岡田忠克編、2012、『よくわかる社会福祉』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06300-0) 

2. 古川孝順、2008、『福祉ってなんだ』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-500583-3) 

3. 宮本節子、2013、『ソーシャルワーカーという仕事』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-68894-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会福祉に興味のある方には NHK ラジオ第２「社会福祉セミナー」の受講をお勧めします。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB021／現代社会と福祉１ 

(Modern Society and Welfare 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉とは何かを探る－大学で福祉を学ぶ－ 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会をシステム的に考察しながら、今日の生活問題を構造的に分析し、その解決／緩和のための社会システムとしての社

会福祉を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、社会福祉の基本となる理念や思想、社会と生活についての理解、支援をする人々への援助のあり方などの「福祉の

学び」の基礎を修得するものです。そのため、社会福祉の基盤となる「現代社会」を考察し、その現代社会における社会福祉のあ

り方、これまでの福祉の歩み、これからの社会福祉の課題を考察することとします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会と人々の「生きづらさ」－生活における社会と個人－ 

2. 今日の生活問題と社会福祉－貧困・格差・障害から－ 

3. 生活問題と個人・地域・社会－生きづらさは個人の問題か－ 

4. 社会福祉は何を目指すのか－障害と自立－ 

5. 海外社会福祉発達史（イギリス・アメリカを中心に） 

6. わが国における社会福祉の発達史 

7. 福祉の歩みから何を学ぶのか－これからの社会福祉を探る－ 

8. システムとしての社会福祉Ⅰ（社会福祉の法制度） 

9. システムとしての社会福祉Ⅱ（社会福祉の行政と実施機関） 

10. システムとしての社会福祉Ⅲ（社会福祉のサービス提供主体） 

11. 社会福祉実践とその基本原理・原則 

12. コミュニティと地域福祉 

13. 社会福祉の専門職と資格制度（職業倫理と専門知識・専門技術） 

14. 大学で社会福祉を学ぶことの意味と課題 

15. 講義のまとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞、インターネットなどで生活問題や社会問題、社会福祉に関する記事に注目してください。 

またテレビで社会福祉を取り上げた番組を見るようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席及び授業態度(30%)/リアクションペーパー(10%) 

社会福祉士試験受験科目ですので２／３以上の出席が単位認定の要件です。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しません。毎回の授業時に講義レジュメを配布し、それによって講義をします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山縣文治・岡田忠克編、2012、『よくわかる社会福祉』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06300-0) 

2. 古川孝順、2008、『福祉ってなんだ』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-500583-3) 

3. 宮本節子、2013、『ソーシャルワーカーという仕事』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-68894-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会福祉に興味のある方には NHK ラジオ第２「社会福祉セミナー」の受講をお勧めします。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会福祉入門演習 

(Introduction to Social Work) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

福祉学科必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎演習で身に付けた大学での学び方の基本的なスキルを活かし、社会福祉の実践現場で展開されている多様な活動につい

て学び、今後、福祉学科で学習するための基盤を形成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）第１回・２回の授業は、基礎演習クラスで実施する。 

基礎演習で課された夏季休暇中の課題であるボランティア・インタビュー体験を共有することにより、フィールドで学ぶ意味や方法

を理解する。 

２）第３回から１３回までの授業は合同クラスで実施する。 

３）第３回では、履修の仕組み・学びの方法につき習得する。 

４）第４回から１３回までの授業は福祉学科専任教員が専門分野について講義する。 

５）第１４回にまとめを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏季休暇中のボランティア体験等の共有 

2. 夏季休暇中のボランティア体験等の共有 

3. 福祉学科４年間での学びの体系・方法を理解する 

4. 福祉学科専任教員による講義 

5. 福祉学科専任教員による講義 

6. 福祉学科専任教員による講義 

7. 福祉学科専任教員による講義 

8. 福祉学科専任教員による講義 

9. 福祉学科専任教員による講義 

10. 福祉学科専任教員による講義 

11. 福祉学科専任教員による講義 

12. 福祉学科専任教員による講義 

13. 福祉学科専任教員による講義 

14. まとめ：学びの展開に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学生の学びを理解するため, 授業時間以外の自己学習を行うこと｡ 内容は担当教員がそれぞれ指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席・参加状況 (出席, リアクションペーパーや小レポート）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 

(Basic Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での主体的な学び方について考え，準備を行う。基本的学習技術を習得する。学部の特徴や専門性について理解した上

で，自分の将来設計を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アカデミックアドバイザー（教員）１人に対して 20～25 人で行う。 

授業内容は各アカデミックアドバイザーが専門性を生かしながら，講義を展開していくが，上記目標を達成するために，次のよう

なことができるよう主体的に学び，参加することを期待する。 

１）立教大学，そして大学生活のスタートを円滑にするために，大学を知り，友人をつくり帰属意識を高める。 

２）基本的学習技術（主体的学びの方法，レポートの書き方，ディスカッションやプレゼンテーションなど）について理解を深め，図

書館やメディアセンターなど大学のさまざまな機能を自ら活用できるようになる。 

３）学部・学科の専門性を理解した上で，４年間の学びの計画を立て，卒業後の進路を考えることができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・基礎演習とは何か 

2. アイスブレイク（自己および他者理解など） 

3. 情報検索講習 

4. 文献検索 

5. 文献発表および議論 

6. ソフトウェア講習 

7. グループ発表および議論１ 

8. グループ発表および議論２ 

9. グループ発表および議論３ 

10. グループ発表および議論４ 

11. グループ発表および議論５ 

12. グループ発表および議論６ 

13. グループ発表および議論７ 

14. 初年次春学期教育のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学生の学びを理解するため，授業時間以外の自学学習を行うこと。内容は担当教員がそれぞれ指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席参加状況（出席，リアクションペーパーや小レポート，課題の達成度などを含む）(70%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習ガイドブック」を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂田周一他、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 (ISBN:9784641184138) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／福祉ワークショップ 

(Workshop in Social Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 桃子(OKA MOMOKO)ほか 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
福祉学科必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床系の学部としての本学部での学習では、様々なフィールドを通じての学習を重視する。フィールド演習は、原則として文献・資

料などを通じての準備作業を含み、それらの準備学習からの学びを何らかの形で実地、実践に結びつける演習を意味している。

「福祉ワークショップ」では、現場で展開している様々な実践活動に参加し、その経験から自らの視点を形成し、現場で起こる諸課

題を理解し、これを知識として組織化することが求められる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のクラス別プログラムで授業を実施します。 

・精神保健福祉について現場の実践から学ぶ 

・児童家庭福祉における地域連携について考える 

・障害のある人の「育つ・学ぶ・働く」を学び、「支える・自立する」を考える 

・医療ソーシャルワークを体感する 

・地域福祉の現場を知る 

・独立型社会福祉士が行う地域福祉実践 

・高齢者支援の基礎とコミュニケーション体験学習 

・地域社会をあるく・みる・きく 

・高齢者や障害者による触法と更生保護 

・認知症の本人と家族の暮らしとソーシャルサポートについて考える 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 各プログラムの説明と注意事項 

3. 現場訪問、体験学習の準備と問題意識の共有化 

4. 各プログラムでのワークショップ 

5. 各プログラムでのワークショップ 

6. 各プログラムでのワークショップ 

7. 各プログラムでのワークショップ 

8. 各プログラムでのワークショップ 

9. 各プログラムでのワークショップ 

10. 各プログラムでのワークショップ 

11. 各プログラムでのワークショップ 

12. 各プログラムでのワークショップ 

13. 各プログラムでのワークショップ 

14. まとめの学習（１） 

15. まとめの学習（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ、授業時に提示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(70%)/レポート(30%) 

期末最終レポートの提出を単位修得の必須条件とし、授業参加度を重視する。成績発表は秋学期末とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各クラスの担当者より指示します。 

 

参考文献（Readings） 

各クラスの担当者より指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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担当者：赤畑淳、岡桃子、富田文子、杉山明伸、唐木理恵子、福本麻紀、中川謙夫、岡田哲郎、尾川勇、田中悠美子 

 

注意事項（Notice） 
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■IB105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB105／児童福祉論 

(Child Well-Being Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの権利保障と子育て家庭への社会的支援 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、専門的対人援助職であるソーシャルワーカーに必要な「理論・制度・サービスの理解」 を深める科目群のひとつで

ある。子どもを権利主体として認識し、いかにその成長・発達を社会的に支えていけるのか。児童福祉の歴史的展開に学びつ

つ、現代社会における児童問題・家族問題を理解するうえで必要な知識を習得する。そのうえで、法律と制度体系、支援サービス

の実際を学び、ソーシャルワークを展開する基礎力を醸成することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会にける子ども・子育て家庭の現状をふまえたうえで、子どもの権利保障という観点から児童福祉の意義と実際を学ぶ。

法律と制度体系、実施体制、サービスの担い手と専門性について、多角的に深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会における子ども・子育て家庭の現状と児童福祉の意義 

2. 「児童福祉」「子ども家庭福祉」の理念と子どもの権利保障 

3. 児童福祉の歴史的展開（１） 

4. 児童福祉の歴史的展開（２） 

5. 児童福祉に関わる法律と制度体系（１） 

6. 児童福祉に関わる法律と制度体系（２） 

7. 母子保健施策と福祉サービスー妊娠期からの切れ目のない支援 

8. 就学前児童の保育・教育 

9. 児童健全育成施策と地域子育て支援 

10. 家族の多様化と児童福祉ーひとり親・ステップファミリー 

11. 家族の階層化と子ども家庭福祉ー子どもの貧困問題 

12. 子ども虐待の現状と子ども家庭福祉 

13. 社会的養護の体系と支援策 

14. 子ども家庭福祉サービスの担い手とその専門性 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて授業内で提示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席及び毎回のリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時、授業で紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式を中心とし、映像資料や配布資料を適宜活用する。また、理解を深めるためにワークシートを

実施する予定である。 

授業では、学生への質問も活発に行うので、積極的な参加が期待される。 

リアクションペーパーについては、次回授業時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB110／児童福祉実践論 

(Practical Theories on Child Well-Being) 

担当者名 

（Instructor） 
永野 咲(NAGANO SAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・児童福祉実践（子ども家庭福祉領域でのソーシャルワーク）における基本的視座について理解する 

・家族や育ちの多様性について理解する 

・子どもの人生を支える視点を獲得する 

・当事者を主体とした支援について理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもや家庭の抱えるさまざまな課題とその支援について取り扱う。 

特に、社会的養護の領域に焦点をあて、多様な家族や育ちの形があることを学ぶ。その中で、当事者の声を聴くこと、人生を支え

る支援のあり方について考える。 

主に講義形式で進行するが、必要に応じて映像資料、グループワーク、ディスカッション等を取り入れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 子どもの権利条約にもとづく子ども観 

3. 児童福祉実践（ソーシャルワーク）の基本的視座 

4. 家族や子どもの多様性１：生まれ・育ち 

5. 家族や子どもの多様性２：家族 

6. 養育のかたち１：乳児院・里親 

7. 養育のかたち２：養子縁組 

8. 養育のかたち３：施設養育 

9. 当事者の声を聴く１：当事者主体の支援 

10. 当事者の声を聴く２：どのような経験をしているか 

11. 当事者の声を聴く３：当事者の参画 

12. 人生を支える１：社会的養護のもとで育つ子どもの進路と措置解除後の暮らし 

13. 人生を支える２：生い立ちの整理とライフストーリーワーク 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示された事前学習および課題への取り組みを求める。主体的な姿勢での学習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 永野咲、2017、『社会的養護のもとで育つ若者の「ライフチャンス」――選択肢とつながりの保障、「生の不安定さ」からの解放

を求めて』、明石書店 (ISBN:4750345954) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語、必要時以外の離席・スマートフォンの使用等は厳禁とする。マナーを守った受講を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB115／家族福祉論 

(Family Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 桃子(OKA MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会福祉における家族支援では，支援者が自分自身の家族観を意識化しながら深める姿勢をもつこと，家族を社会の構造と

の関係から捉える視点をもつことが大切である。 

 多様化する現代家族の態様と福祉ニーズを把握し，家族福祉の意義と今後の家族のありかたについて考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では，現代家族の福祉ニーズを踏まえ，自身の家族像を見つめなおす作業をおこないながら家族福祉について論じてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 家族福祉の概要と視点① 家族の定義と機能 

2. 家族福祉の概要と視点② 自身の家族像 

3. 家族福祉の概要と視点③ 多様化する現代家族と福祉ニーズ 

4. 家族福祉の概要と視点④ 家族福祉の歴史と課題① 

5. 家族福祉の概要と視点⑤ 家族福祉の歴史と課題② 

6. 家族支援の実際① 対象と方法（１） 

7. 家族支援の実際② 対象と方法（２） 

8. 家族支援の実際③ 資源 

9. 家族支援の実際④ 展開 

10. 事例から見る家族支援①  

11. 事例から見る家族支援② 

12. 事例から見る家族支援③ 

13. 事例から見る家族支援④ 

14. 家族福祉の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー・授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB120／福祉機器論 

(Engineering and Human Services) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 真(SUZUKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高齢者や障害者の生活を助ける重要な要素である福祉機器について理解し，実用化・普及しているものから先端技術の応用ま

で広く基礎的な知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

障害者が使う機器，体力の低下した高齢者が自宅で使う用具や情報端末，さらには住宅や公共環境までも含む広い分野につい

て，整理しつつ講義する。あわせて各回の内容についてリアクションペーパーを利用し意見をまとめ、各自の考察を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：福祉機器とは 

2. 高齢者，障害者の状況 

3. 運動機能の補助（義肢、装具、機能的電気刺激） 

4. 感覚機能の補助（補聴器、人工中耳、人工内耳、拡大読書器、文書読み上げ等） 

5. 内部障害のための機器（循環系人工臓器、代謝系人工臓器） 

6. 起居・移動の日常生活支援機器（ベッド、歩行器や車いす、リフト等） 

7. 入浴・排泄の日常生活支援機器（浴槽リフト、特殊浴槽、ポータブルトイレ等） 

8. 社会参加支援のための機器（運転補助装置、福祉車両、コミュニケーション支援、環境制御装置、趣味やスポーツ等） 

9. 情報機器のアクセシビリティ（マウス操作、キーボード入力、ディスプレイ表示等の補助） 

10. 建物・まちづくりのバリアフリー（通路、スロープ、階段昇降機、作業環境、関連の施策等） 

11. ユニバーサルデザイン，共用品（理念や具体例、国際規格等） 

12. 福祉機器の導入と評価のポイント 

13. バーチャルリアリティやＩＴの利用の事例紹介 

14. 福祉ロボットの研究開発事例紹介 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

資料は Blackboardで事前に公開するので，あらかじめ目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(75%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Blackboardで資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 手嶋教之ほか、2009、『基礎福祉工学（ロボティクスシリーズ１２）』、コロナ社 (ISBN:9784339045239) 

2. 日本生活支援工学会、日本リハビリテーション工学協会、2013、『生活支援工学概論』、コロナ社 (ISBN:9784339072358) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントによる提示を主とし、板書で補足する。提示資料（PDF ファイル）は Blackboardで事前に配布する。講義中に提示

した題目についてリアクションペーパーで意見を集め、総括して講義後半もしくは次回冒頭に全体に対してフィードバックする。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB127／社会福祉援助技術論１ 

(Method of Social Work 1) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉士課程「相談援助の理論と方法」に相当する科目です。ソーシャルワーカーの相談援助について考察することが目標で

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソーシャルワークの考え方・内容・実践方法について概説後，各回のテーマに即した実践場面を紹介します。これらをもとに，ソー

シャルワーカーが行う「相談援助」とは何かを考えていただきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ソーシャルワークとは何か 

3. 社会福祉サービスと援助活動 

4. ソーシャルワークの目的と価値 

5. ソーシャルワークの原則 

6. 自己決定・エンパワメント 

7. ソーシャルワークの過程 

8. ソーシャルワークの方法：直接援助 

9. ソーシャルワークの方法：間接援助 

10. ソーシャルワークの方法：関連技術 

11. ソーシャルワークの課題：契約・記録・評価 

12. ソーシャルワークの課題：チームアプローチ 

13. ソーシャルワークの課題：社会資源活用 

14. ソーシャルワークの課題：生活支援 

15. まとめ，試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞・ニュース等を通して社会で起こっている出来事に関心を持つように努めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間レポート 2 回(20%) 

出席は国家資格指定科目としての規則に従います。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会編集、2015年 2 月 1 日、『新・社会福祉士養成講座第 7 巻「相談援助の理論と方法Ｉ （第 3

版）」』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-5103-6) 

その他，必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB128／精神保健福祉援助技術総論 

(Method on the Health and Welfare for Mentally Handicapped Person) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神保健福祉士課程「精神保健福祉相談援助の基盤（専門）」の相当科目です。精神科ソーシャルワーク実践の理解が目標で

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神保健福祉領域でのソーシャルワークの考え方・内容・実践方法について概説後，各回のテーマに即した実践場面を紹介しま

す。これらをもとに，精神科ソーシャルワーカーが行う「援助」とは何かを考えていただきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ソーシャルワークとは何か 

3. ソーシャルワークの目的と価値 

4. ソーシャルワークの原則 

5. ソーシャルワークの過程 

6. ソーシャルワークの方法（直接援助） 

7. ソーシャルワークの方法（間接援助等） 

8. 精神保健福祉サービスの対象 

9. 精神保健福祉サービスの特徴（施設・法規） 

10. 精神保健福祉専門職の役割と理念 

11. 精神保健福祉の課題（権利擁護） 

12. 精神保健福祉の課題（チームアプローチ） 

13. 精神保健福祉の課題（アウトリーチ） 

14. 精神保健福祉の課題（生活支援） 

15. まとめ，試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞・ニュース等の精神保健福祉関連記事に関心を持ちましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間レポート 2 回(20%) 

出席は国家資格指定科目としての規則に従います。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本精神保健福祉士養成校協会編集、2015年 2 月 1 日、『新・精神保健福祉士養成講座第 3 巻「精神保健福祉相談援助の

基盤（基礎・専門）」第 2 版』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-5118-0) 

その他，必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB130／介護概論 

(Introduction to Care Work) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 将子(ITO SHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
スポーツウエルネス学科用科目コード ID125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

介護の現場や対象について具体的にイメージできる。 

介護に対して自分の意見を述べられる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・基本的な介護の知識・技術の概要については主に講義形式ですすめる。 

・介護活動の現場については DVD 等で紹介し、具体的なイメージ化につなげる。 

・グループワークなどを通して、介護について考える機会を持つ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 介護活動の場の理解 

3. 介護の概念・理念の理解 

4. 介護の対象理解 

5. 医療ニーズの高い利用者に対する介護 

6. 福祉用具の活用と住環境 

7. 認知症のケア（１） 

8. 認知症のケア（２） 

9. 終末期のケア（１） 

10. 終末期のケア（２） 

11. 介護過程の展開技法 

12. A さんが希望する生活を考える（１）（グループワークの準備） 

13. A さんが希望する生活を考える（２）（グループワークの発表） 

14. A さんが希望する生活を考える（３）（グループワークのまとめ） 

15. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

介護分野で興味のある書籍（認知症ケアや終末期ケアなど）や資料を読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席、授業・グループワーク参加態度(25%)/コメントカード(25%) 

なお、単位取得のためには、授業回数の 3 分の 2 以上（試験を含む）の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて教示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

追加資料は授業時に適時配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB135／医学概論 

(Introduction to Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の医療・社会保障充実のために知っておきたい基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
本田 宏(HONDA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の根源的な悩みを釈迦は 2500 年前に四苦八苦の「四苦；生老病死」とした。果たして 21世紀の現在変わってうるだろうか。

古来よりヒトの四苦を癒すために発達してきたのが医学だが、医学概論では医学発展の歴史、さらに人類史上未曾有の超高齢

化社会を目前にした現在の医学と医療を取り巻く社会・政治のあり方を学び、聴講生の人生に寄与可能となる基礎知識を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

医学発展の歴史を解説し、社会医学では公衆衛生、人口統計、さらに医療を取り巻く社会や政治の問題点に触れる。基礎医学と

して人体の構造と機能を、臨床医学は現代社会に特徴的な分野を概説し、社会と疾病の関わりあいについて言及する。 臨床医

学は生活習慣病に重点を置いて解説し、福祉との関連では高齢者に多い疾病 (認知症、神経疾患) を取り上げる。特別講義は

「日本の医療制度の問題点」と「病は気から；精神神経免疫学の観点から心と身体の関係」を解説する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. introduction 人間の一生、医療崩壊について  

2. 医学概論とは  

3. 医学はどのように発展してきたのか、西洋医学と東洋医学 

4. 現代医学の特徴と問題点 

5. 感染症と予防接種 

6. キューバ医療、デンマークの教育から日本医療を考える  

7. 医療とメディアリテラシー 

8. 新たな生活習慣病の概念とタバコ  

9. 高齢化社会 

10. 腎不全と移植  

11. 脳死と植物状態  

12. 脳血管障害と寝たきり  

13. 患者の権利  

14. 特別講義「病は気から」 

15. 試験・まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各講義の資料は講義前・講義後に適宜配布します。必要に応じて予習・復習に活用して下さい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義ごとリアクションペーパー(40%) 

なし 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 厚生労働統計協会、2016/2017、『国民衛生の動向』、厚生労働統計協会 

2. 厚生労働統計協会、2016/2017、『図説 国民衛生の動向』、厚生労働統計協会 

3. 本田 宏、2007、『誰が日本の医療を殺すのか』、洋泉社 

4. 本田 宏、2015、『本当の医療崩壊はこれからやってくる』、洋泉社 

5. 本田宏、重久剛、2016、『がんになる性格、ならない性格』、廣済堂出版 

6. 芝田英昭、本田 宏ほか、2017、『高齢期の社会保障改革を読み解く』、自治体研究社 

7. 本田 宏、2018、『Dr.本田の社会保障切り捨て日本への処方せん』、自治体研究社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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PO法人医療制度研究会 http://iryoseido.jp/ 

 

本田 宏 Face book : https://www.facebook.com/hiroshi.honda.33 

 

本田 宏 Twitter : https://twitter.com/honda_hiroshi 

 

注意事項（Notice） 
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■IB140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB140／発達障害論 

(Theory of Developmental Disorders) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
発達障害に関する理解と支援方法の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 晃史(YAMAZAKI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達障害についての基本的知識を身につけ、支援の実際を学ぶ。さらにインクルーシヴな支援と教育のありかたが理解できるよ

うになる。また、市民、友人、家族、支援者、施策立案者、職場の同僚や上司などいかなる立場にあっても、必要に応じていつで

もコミットしうる素地を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

知的障害、自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害、学習障害等の理解と支援の基本を講義する。近年、障害の捉え

方、支援のあり方が問い直されており、本講義ではこうした動向についても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発達障害とは 

3. 知的障害 

4. 自閉症スペクトラム障害（自閉症） 

5. 自閉症スペクトラム障害（アスペルガー障害） 

6. 注意欠如・多動性障害と学習障害 

7. 脳機能障害説を読み解く 

8. 乳幼児期の支援（子育て支援との融合） 

9. 学童期の支援（インクルーシヴ教育） 

10. 青年期以降の支援 1（成人の支援課題と相談支援、権利擁護） 

11. 青年期以降の支援 2（生活支援と就労支援、「問題」行動の支援） 

12. はざまにあることの生きづらさ 

13. 家族が語る育ちと生活のリアリティ 

14. 発達障害再考 ～人権の視点から～ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献として挙げている「発達障害の心理臨床」をテキストに準ずるものとする。できるだけ講義と並行して参照し、理解を深め

ること。BlackBoardの授業ページに講義内容、教材や関連リンクを載せるので、それらにも必ず目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席票(40%)/小レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中千穂子ほか、2005、『発達障害の心理臨床』、有斐閣 (ISBN:4-641-12268-7) 

2. 杉山登志郎、2011、『発達障害のいま』、講談社 (ISBN:978-4-06-288116-6) 

3. 田中康雄、2008、『軽度発達障害』、金剛出版 (ISBN:978-4-7724-1050-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 113 - 

■IB150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB150／ソーシャルワーク論１ 

(Social Work 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ソーシャルワークの定義（IFSW2000,2014）を基に、ソーシャルワークの理念・価値・対象・範囲・方法論・歴史などを深く掘り下げて

学び、今後の実習領域選択、進路について考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、社会福祉士指定科目「相談援助の基盤と専門職」に相当する科目である。 

今後大学においてソーシャルワークを学んでいく基礎となる科目である。ソーシャルワークの定義（IFSW2000,2014）を基に、ソー

シャルワークの理念・価値・対象・範囲・方法論・歴史などを深く掘り下げて学ぶ。 

 また、コミュニティ福祉学部が目指すソーシャルワーク教育やその体系について照らし合わせて学ぶことで、学びの目標や方向

を自ら考え、3 年次以降の実習教育に結びつけていくことを考えることができるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ソーシャルワークとはなにか 概念規定、類似概念との整理 

2. ソーシャルワークの定義より「目的・対象」 

3. ソーシャルワークの定義より「理念」 

4. ソーシャルワークの定義より「機能」 

5. ソーシャルワークの価値：人間の尊厳・人権尊重・解放・社会的包摂など 

6. ソーシャルワークの価値：人間の尊厳・社会正義・貢献・誠実・専門的力量 

7. ソーシャルワークの対象と方法 

8. 日本におけるソーシャルワーク専門職 

9. ソーシャルワークの歴史１問題意識と対象の拡大 

10. ソーシャルワークの歴史２ 社会背景との関連 

11. ソーシャルワークの歴史３方法論の発達 a ケースワーク イギリス型の発達 

12. ソーシャルワークの歴史４ 方法論の発達 a ケースワーク アメリカ型の発達 

13. ソーシャルワークの歴史５ 方法論の発達 b グループワーク・コミュニティワーク 

14. ソーシャルワークの歴史６ 方法論の発達 c 理論 

15. 試験と総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布する資料をきちんと保管し、よく読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパーや出席状況(20%) 

出席 2／3 以上の人を評価対象とする。毎回リアクションペーパーを書いてもらうが、それも評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で資料を配付します。それをきちんと保管して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB155／ソーシャルワーク論２ 

(Social Work 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ソーシャルワークについての理解を深め、自分の学びや進路について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、社会福祉士指定科目「相談援助の基盤と専門職」に相当する科目である。春学期ソーシャルワーク論１に続き、ソーシ

ャルワークを深く学ぶ。将来の進路を考えるためにも、本学部の領域別実習体制によって学ぶことの意義や相談援助に係る専門

職の現状等を学ぶ。さらに専門職と倫理綱領、倫理的ジレンマ、ソーシャルワーク理論の実際について事例を通じて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相談援助専門職の概念と範囲 

2. 福祉行政における専門職と領域別実習体制１ 

3. ソーシャルワーク理論の歴史・社会背景を中心として 

4. ソーシャルワークの理論１機能主義アプローチと主要概念 

5. ソーシャルワークの理論２問題解決アプローチ 

6. ソーシャルワークの理論３問題解決アプローチⅡ 

7. ソーシャルワークの理論４危機介入 

8. ソーシャルワークの理論５危機介入Ⅱ予防的介入 

9. ソーシャルワークの理論６システム論と家族療法 

10. ソーシャルワークの理論７エンパワメントアプローチⅠ 

11. ソーシャルワークの理論８エンパワメントアプローチⅡ 

12. ソーシャルワークの理論９ジェネラリストアプローチ 

13. ソーシャルワークの領域と理論の適用 

14. ソーシャルワーク論全体のまとめ 

15. 総括と試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義中に配布する資料を読み把握すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパーや出席状況(20%) 

出席 2/3 以上の人を評価対象とします。毎回リアクションペーパーを書いてもらいますが、それも評価の対象にします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB160／現代社会と福祉２ 

(Modern Society and Welfare 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会福祉の理論と政策 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

システムとしての社会福祉の根幹となる福祉政策について、その政策理念、理論の歩みと代表的な理論の概要、政策課題につ

いて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、社会福祉のシステムを動かす福祉政策や福祉国家のあり方に関する講義である。講義では福祉政策とは何か、福

祉政策とは何によって規定されるかを考察し、わが国と海外の代表的な福祉政策理論を検討しながら、これからの福祉政策の課

題と動向について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福祉政策の定義と福祉政策研究の動向と課題 

2. 福祉政策の主体とその変遷・推移 

3. 福祉政策における公私関係 

4. 福祉ニーズと福祉計画 

5. 行政評価と福祉における効率と効果 

6. 第 2 次大戦前のわが国の福祉政策（慈善事業・社会事業と政策） 

7. 戦後福祉改革と福祉政策 

8. 高度経済成長期の福祉政策 

9. 少子高齢社会と福祉政策／低成長期の福祉改革と福祉政策 

10. 黎明期の福祉政策理論（大河内・考橋・岡村） 

11. 社会事業本質論争と政策論／運動論的社会福祉論 

12. 社会福祉経営論と福祉改革期の政策理論 

13. 福祉国家の興亡と福祉国家論 

14. 厚生経済学と福祉 

15. 講義のまとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学の基礎的理解を持っていることが望ましい。ケインズ経済学の入門書（新書など）に目を通しておくようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席及び授業態度(30%)/リアクションペーパー(10%) 

２／３以上の出席が要件 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しません。毎回の授業時に講義レジュメを配布し、それによって講義をします。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、講義の中で適時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国家試験受験のための科目内容でもあるため、資格取得を希望する学生は必ず受講されたい。（２０１４年度までは試験受験対

策を主としていましたが２０１５年度から１年生向けの福祉入門的内容を主としていますので、１年生も安心して受講してくださ

い。） 

 

注意事項（Notice） 
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■IB170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB170／心理学理論と心理的支援 

(Psychological Theory and Psychological Support) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 礼子(KIKUCHI REIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉領域での臨床における基本的な心理学理論の概括、および実際の心理的支援の在り方を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学理論の基礎知識を学ぶ。精神科医療領域から一般的なメンタルヘルスにいたる様々な心理的課題（精神科疾患、ひきこ

もり、自殺対策等）について、事例をベースにして、理論と実践の在り方を検討する。また、心理的支援への社会的要請にどうこ

たえるべきかを、併せて検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学の歴史 

2. 心理学理論（認知心理学） 

3. 心理学理論（社会心理学） 

4. 心理学理論（発達心理学） 

5. 心理検査（発達検査、知能検査） 

6. 心理検査（人格検査） 

7. 相談・面接・カウンセリング・心理療法 １ 

8. 相談・面接・カウンセリング・心理療法 ２ 

9. 相談・面接・カウンセリング・心理療法 ３ 

10. ライフステージと心理的支援（乳幼児期・児童期） 

11. ライフステージと心理的支援（思春期・青年期） 

12. ライフステージと心理的支援（成人期１） 

13. ライフステージと心理的支援（成人期２） 

14. ライフステージと心理的支援（高齢期） 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井久登、他、2009/2011、『心理学をつかむ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17709-3) 

2. 長谷川寿一、他、2000/2008/2013、『はじめて出会う心理学』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-12345-8) 

3. 逸見敏郎、他、2015、『大学生が出会うリスクとセルフマネジメント』、学苑社 (ISBN:978-4-7614-0771-1) 

4. 近藤克則、2017、『健康格差社会への処方箋』、医学書院 (ISBN:978-4-260-02881-3) 

5. 岡野憲一郎、2012、『心理療法/カウンセリング 30 の心得』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-07702-2) 

6. 帚木蓬生、2017、『ネガティブ・ケイパビリティ』、朝日新聞出版 (ISBN:978-4-02-263058-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB175／社会理論と社会システム 

(Social Theory and Systems) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会理論と社会システム/社会学概論 

担当者名 

（Instructor） 
片桐 正善(KATAGIRI MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉を学ぶにあたって最低限必要となる社会学的な思考ができるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉ではなく「社会」福祉であること。その意味について、社会学という観点から考える。 

そのことを前提として社会福祉とは何かを考えられる力を身に付ける。 

そのために、社会学的思考を踏まえ、家族、都市、ケアといった様々なテーマについて幅広く学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会学とは何か  その１ 

2. 社会学とは何か  その２ 

3. 社会学とは何か その３ 

4. 社会学とは何か その４ 

5. 家族とライフコース その１ 

6. 家族とライフコース その２ 

7. 家族とライフコース その３ 

8. 都市的生活とコミュニティ その１ 

9. 都市的生活とコミュニティ その２ 

10. 都市的生活とコミュニティ その３ 

11. 臨床の場とケア その１ 

12. 臨床の場とケア その２ 

13. 臨床の場とケア その３ 

14. 現代社会のゆくえ 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は教科書の該当ページを前もって読む。復習はレジュメ等を使って授業を再現できるようにする。どちらも可能な範囲で。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三本松政之編著、2009 年、『社会理論と社会システム』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623053872) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB180／社会福祉法制 

(Legal System of Social Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉制度を法制面から理解する 

担当者名 

（Instructor） 
濱畑 芳和(HAMABATA YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各種社会福祉制度を法制面からとらえ、説明できる。 

社会福祉の法令を読み、その目的と理念、制度の概要を説明できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会福祉制度について、その体系を概観し、これを基礎づける社会福祉法制の理解を深めます。 

授業では六法を用いて、各福祉領域ごとに福祉制度の法構造を確認しながら進めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉制度と社会福祉法制 

2. 社会福祉法制１ 児童領域の法１ 

3. 社会福祉法制２ 児童領域の法２ 

4. 社会福祉法制３ 障害者領域の法１ 

5. 社会福祉法制４ 障害者領域の法２ 

6. 社会福祉法制５ 高齢者領域の法１ 

7. 社会福祉法制６ 高齢者領域の法２ 

8. 社会福祉法制７ 生活困窮者支援の法１ 

9. 社会福祉法制８ 生活困窮者支援の法２ 

10. 社会福祉法制９ 社会福祉の実施体制と法１ 

11. 社会福祉法制１０ 社会福祉の実施体制と法２ 

12. 社会福祉法制１１ 権利擁護・成年後見法１ 

13. 社会福祉法制１２ 権利擁護・成年後見法２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当部分について読んできてください。 

復習：テキストの該当部分を参照しつつ、六法を用いながら授業で扱った事項を確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内小テストおよび小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2018、『国民の福祉と介護の動向』、厚生労働統計協会 

2. ミネルヴァ書房編集部、2018、『社会福祉小六法』、ミネルヴァ書房 

授業では六法を使用するので用意すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB200／社会福祉法制 

(Legal System of Social Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉制度を法制面から理解する 

担当者名 

（Instructor） 
濱畑 芳和(HAMABATA YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各種社会福祉制度を法制面からとらえ、説明できる。 

社会福祉の法令を読み、その目的と理念、制度の概要を説明できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会福祉制度について、その体系を概観し、これを基礎づける社会福祉法制の理解を深めます。 

授業では六法を用いて、各福祉領域ごとに福祉制度の法構造を確認しながら進めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉制度と社会福祉法制 

2. 社会福祉法制１ 児童領域の法１ 

3. 社会福祉法制２ 児童領域の法２ 

4. 社会福祉法制３ 障害者領域の法１ 

5. 社会福祉法制４ 障害者領域の法２ 

6. 社会福祉法制５ 高齢者領域の法１ 

7. 社会福祉法制６ 高齢者領域の法２ 

8. 社会福祉法制７ 生活困窮者支援の法１ 

9. 社会福祉法制８ 生活困窮者支援の法２ 

10. 社会福祉法制９ 社会福祉の実施体制と法１ 

11. 社会福祉法制１０ 社会福祉の実施体制と法２ 

12. 社会福祉法制１１ 権利擁護・成年後見法１ 

13. 社会福祉法制１２ 権利擁護・成年後見法２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当部分について読んできてください。 

復習：テキストの該当部分を参照しつつ、六法を用いながら授業で扱った事項を確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内小テストおよび小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2018、『国民の福祉と介護の動向』、厚生労働統計協会 

2. ミネルヴァ書房編集部、2018、『社会福祉小六法』、ミネルヴァ書房 

授業では六法を使用するので用意すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB205／公的扶助論 

(Public Assistance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の貧困と生活保護－豊かさの中の貧困－ 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公的扶助の対象である貧困と貧困問題を理解して、わが国における代表的な公的扶助制度である生活保護とその関連制度に

ついて実践的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、貧困がどのようなものであり、貧困がもたらす問題を福祉援助の視点から分析し、貧困・貧困問題に社会福祉が

どのように対応してきたのかを考察しながら、わが国の公的扶助制度の中軸である生活保護制度に焦点を当て、生活保護法と

その制度運用、ケースワーカーとしての実践について学ぶこととする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 貧困と貧困問題－社会問題としての貧困－ 

2. 貧困の定義とその測定 

3. イギリス公的扶助発達史 

4. 日本公的扶助発達史 

5. 生活保護法と保護の原理・原則 

6. 保護の実施主体と実施責任 

7. 最低生活保障と保護基準 

8. 扶助の種類と方法・内容 

9. 保護の要否判定・支給の手続き 

10. 資産調査と扶養照会（補足性の原理と扶養義務・資産活用） 

11. 被保護者の権利と義務 

12. 不服申立（審査請求）と裁判 

13. 生活保護制度の運用と援助実践 

14. 保護の動向と課題（生活保護法改正・基準引き下げをどう考えるのか） 

15. 講義のまとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

生活保護法の条文には一度目を通しておいてください。また 2013 年 12 月に生活保護法改正・生活困窮者自立支援法成立と制

度が大きく変動していますので、制度の動向に関心を持ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席及び授業態度(30%)/リアクションペーパー(10%) 

社会福祉士国家試験受験科目ですので単位認定には２／３以上の出席が要件です。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しません。毎回の授業時に講義レジュメを配布し、それによって講義をします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉村宏、2010、『放送大学叢書８人間らしく生きる』、左右社 

2. 岡部卓、2003、『改訂福祉事務所ソーシャルワーカー必携』、全国社会福祉協議会 (ISBN:4-7935-0727-1) 

3. 稲葉剛、2013、『生活保護から考える』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431459-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国家試験の受験者や福祉事務所での実習をされる方は必ず受講してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB210／高齢者福祉論 

(Social Welfare for the Elderly) 

担当者名 

（Instructor） 
大夛賀 政昭(OTAGA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高齢者の特性，少子高齢社会の諸問題について理解し，高齢者を支援するための法律や制度，サービス，組織，方法等を歴史

的変遷も踏まえて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢者の生活と人権を守るという視点から高齢者に関する法律や制度，具体的サービスについて学ぶ。また，高齢者や少子高

齢社会の特徴と現状，高齢者や家族が抱える問題とその背景について理解を深め，問題解決の方法や個々人への支援のあり

方について具体的事例を使いながら学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 少子高齢化の現状と高齢者の特性 

2. 高齢者保健福祉の発展と法体系 

3. 高齢者支援の関連法規－老人福祉法，医療 

4. 高齢者支援の関連法規－高齢者虐待防止法 

5. 介護保険制度(1） 

6. 介護保険制度(2） 

7. 高齢者を支援する組織と役割 

8. 高齢者支援の方法と実際－ケアマネジメント 

9. 高齢者支援の方法と実際－支援の事例 

10. 高齢者を支援する専門職の役割と実際 

11. 介護の概念と過程，介護予防 

12. 認知症ケアと終末期ケア 

13. 高齢者のための住環境・地域環境の整備 

14. 高齢者・家族に対する相談援助活動 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞，雑誌，インターネット等を用いて，高齢者や少子高齢化に関する問題を把握し，自分なりにどのように対応すべきかを考え

ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会 編、2016、『高齢者に対する支援と介護保険制度 第 5 版』、中央法規出版 (ISBN:978-4-

8058-5301- 6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野千鶴子、2005、『老いる準備: 介護することされること』、学陽書房 (ISBN:978-4313860957) 

2. 上野千鶴子、2007、『おひとりさまの老後』、法研 (ISBN:978-4879546807) 

3. 鈴木隆雄、2012、『超高齢社会の基礎知識 (講談社現代新書)』、講談社 (ISBN:978-4062881388) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB215／高齢者福祉実践論 

(Practical Social Welfare for the Elderly) 

担当者名 

（Instructor） 
富井 友子(TOMII TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高齢期の生活を支援するための制度や諸サービス等を理解した上で、関連する知識を修得する。また、様々なフィールドでの現

状や実践内容を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢者福祉のあり方、利用者のニーズ、現在の福祉の制度的な側面、支援者に求められる職業倫理、専門性等を学ぶ。また、

地域ケアにおける高齢者に対する具体的な支援や実践活動がどのように行われているのかを学び、理解する。適宜、ゲストスピ

ーカーを迎え、事例を通して学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、高齢者福祉援助活動の概念と職業倫理 

2. 施設・在宅ケアを踏まえた地域ケア 

3. 地域包括ケアと地域包括支援センターの実践 

4. 居宅介護支援事業所の実践 

5. 高齢者・家族のニーズとサービス創出の手法 

6. 世代間交流事業 

7. 老人デイサービスセンター、ホームヘルパーステーションの実践  

8. 特別養護老人ホームの実践 

9. 認知症の理解 

10. 認知症ｌ高齢者ケア、グループホームの実践 

11. 小規模多機能型居宅介護の実践 

12. 高齢者の多様な住まい方への支援 

13. ボランティア団体・NPO の実践 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/課題レポート(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じてプリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会編、2016年 1 月、『高齢者に対する支援と介護保険制度 第 5 版』、中央法規出版 

(ISBN:978-4-8058-5301-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

高齢者，地域福祉分野での福祉実習を予定している者は受講すること。   

 

注意事項（Notice） 
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■IB220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB220／障害者福祉論 

(Welfare of Handicapped Persons) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
障害者の障害と障害者の生活理解と福祉的支援の方法を考える 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における障害のある人への福祉実践に必要とされる障害者福祉の思想・理念及びその実態と歴史的展開を学び，障害

の理解と障害のある人々の生活実態及び制度施策の概要と今日課題を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会における障害と障害者福祉の思想（理念）の歴史と障害概念，障害者の生活実態と支援課題について，さまざまな障害

者関連の法律・制度・施策・サービスの概要を理解し，具体的な障害者支援実践にどのように活用することができるのかを通して

各自の障害と障害者観の涵養をめざす。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会と障害及び障害者について多角的な視点から考える＝障害者を描くメディア作品（文学・マンガ・映画・演劇・ドラ

マ）を手がかりとして 

2. 障害者福祉の思想・理念の歴史的展開〜国際的動向〜 

3. 障害者福祉の制度・施策の歴史的展開〜日本の動向〜障害者の制度施策とその実態と福祉ニーズを考える。 

4. 障害概念の検討と課題・・障害の構造的理解（ICIDH〜ICF）について：医学モデルから社会モデルへの転換と障害者の当

事者主権 

5. 障害者の権利条約と障害概念の検討と課題・・障害の受容とは何か？そして合理的配慮とは何かについて考える。 

6. 障害のある人の生活実態と福祉支援：ノーマライゼーションからリハビリテーション・インクルージョン・ユニバーサルデザイ

ン等の課題 

7. 家族・施設ケアから自立生活（CIL）運動がもたらした障害者の自立概念と自立生活の条件を考える。 

8. 障害のある人の日々の「暮らしの基盤づくり」（生活ニーズ把握）の視点・・障害関連の法律を中心に 

9. 障害者福祉の関連法の歴史・目的・対象・サービス体系の展開：障害者基本法とリハビリテーション体系について（各障害

別の体系と内容を含む） 

10. 障害者総合支援法の概要（支援サービス体系と支援内容）＝現代の障害者の生活ニーズと支援課題・・障害者の就労支援

視点から。 

11. 障害論＝身体障害・知的障害・自閉症・学習障害・強度行動障害・精神障害をふくめた障害者の高齢化問題の視点から。 

12. 障障害者福祉と関連する施策について（保健医療・教育・雇用就労・年金と経済問題及び生活環境支援サービス） 

13. 障害者の民間サービスとボランティアの役割の意義と現状・・貧困問題と障害者の地域生活の課題について。 

14. 「障害者生活の質（QOL）を高める支援活動〜障害者スポーツ及びアール・ブリュットなどの自己表現力の育て方について

〜 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて適宜，別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート(20%)/出席および授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 結城俊哉編著、2018、『＜共に生きる＞ための障害者福祉学入門』、大月書店 

テキストの内容に準拠しながらもその発展的内容を講義する 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥野英子・結城俊哉編著、2007、『生活支援の障害福祉学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-2630-6) 

2. 植田章・岡村正幸・結城俊哉編著、2001、『障害者福祉原論』、高菅出版 (ISBN:4-9900758-1-1) 

3. 結城俊哉、2016、『ケアのフォークロア＝対人援助の基本原則と展開方法を考える』、高菅出版 (ISBN:978-4-901793-62-9) 

4. 結城俊哉・長野秀樹、2014、『相談活動と言語としての手話』、文理閣 (ISBN:978-4-89259-731-2) 

講義の進度に合わせて適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB226／地域福祉論１ 

(Theory of Community Welfare 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉の多角的な理解 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①地域福祉の史的展開と地域特性を理解できる。 

②住民・ニーズ保有者が追及する地域福祉、社会福祉従事者が追及する地域福祉、各地方自治体が政策としてうたう地域福

祉、社会福祉法の条文にある地域福祉。様々な主体がそれぞれに示す地域福祉の考え方を理解できる。 

③地域福祉の要件にはどのようなものがあるか他者に説明できる。 

④福祉サービスの利用に際してニーズを抱える当事者が受動的な立場に陥りやすいという実態があることを理解できる。 

⑤総合的な生活支援とネットワークの必要性を理解できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域福祉とは、生活権を行使する地域住民の生活問題の解決や生活課題の達成に向けて、地域を基盤にサービスや活動を組

み立てていく過程であり、また、その過程を保障する仕組みを構築、運営するものだと考えることができる。そのような地域福祉の

考え方や実践はどのように形成され、広がってきたのか、史的展開をたどりながら検討する。また、地域福祉を構成する諸要素

の内容を実践事例の検討などを通じて把握する。これらを通じて、地域福祉とは何か、学習者自身で考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域福祉の時代による差異、地域による差異（地域福祉を考える視覚） 

2. 地域福祉の源流（１） イギリス 

3. 地域福祉の源流（２） イギリス 

4. 地域福祉の源流（３） アメリカ 

5. 地域福祉の展開過程（１） 日本-戦前期 

6. 地域福祉の展開過程（２） 日本-戦後復興期 

7. 地域福祉の展開過程（３） 日本-高度経済成長期・高齢化社会・少子高齢社会 

8. 地域福祉の概念、福祉コミュニティの考え方 

9. 地域福祉の対象と主体 

10. 地域福祉サービス 

11. 地域福祉活動 

12. 自立と利用者支援 

13. 地域包括ケアシステム 

14. 地域福祉の法と行財政、地域福祉計画と地域福祉活動計画 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習としてノートの整理と事例（または授業中に示された課題）の再検討をすること。日常的に要援護者に関わるニュースに関心

をはらうこと。新聞、テレビニュース、話題の書籍などから地域福祉の基本的な考え方（住民主体、生活問題の共同化、ネットワ

ークづくりなど）を読み取る努力が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席を兼ねたリアクションペーパー(20%)/ワークシート・レポート等課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 牧里毎治・杉岡直人・森本佳樹編、2013、『ビギナーズ地域福祉』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12486-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本地域福祉学会編、2006、『地域福祉事典』、中央法規出版 (ISBN:4-8058-2519-7) 

2. 仲村優一・一番ケ瀬康子・右田紀久恵監修、2007、『エンサイクロペディア社会福祉学』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-

2980-6) 
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3. 社会福祉士養成講座編集委員会編、2015、『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』、中央法規出版 

(ISBN:978-4-8058-5105-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解を深めるため適宜、映像等の視聴覚教材を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB227／地域福祉論２ 

(Theory of Community Welfare 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉の推進方法の理解 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①コミュニティワーク、コミュニティソーシャルワークの考え方を理解できる。 

②各地域福祉推進主体の特徴を理解できる。 

③地域福祉を巡る様々な事象の背景、要因をとらえることができる。 

④地域に生じる生活問題の将来予測をある程度たてることができるとともにその対応方法を構想することができる。 

⑤海外の地域福祉に関わる事象に関心をもち、その意義を他者に説明することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 高齢者、障害者、子ども、子育て中の親、在住外国人など、様々な生活問題を抱える住民を支える地域をどのように実現する

か、各地域福祉推進主体の組織的特徴を把握しながら、その実践事例を検討し、コミュニティワーク、コミュニティソーシャルワー

クの内容を精査する。地域福祉の今日的課題に各地域福祉推進主体が抱える課題の検討も行う。これらを通じて、今後の地域

福祉のあり方を考察する。なお全体を通じて福祉情報の流通について注意を払う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニティワークとコミュニティソーシャルワーク 

2. 社会福祉協議会（1） 歴史的系譜 

3. 社会福祉協議会（２） 役割と機能、組織 

4. コミュニティワーク（１） 地域診断、計画 

5. コミュニティワーク（２） 計画の実施、評価 

6. ネットワーキング 

7. ソーシャルアクション 

8. 地域包括支援センターと地域福祉 

9. 民生委員児童委員と地域福祉 

10. 特定非営利活動法人と地域福祉 

11. 社会福祉施設と地域福祉 

12. 住民福祉組織と地域福祉 

13. 当事者組織と地域福祉 

14. 災害と地域福祉 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習としてノートの整理と事例（または授業中に示された課題）の再検討をすること。日常的に要援護者に関わるニュースに関心

をもつこと。新聞、テレビニュース、話題の書籍などから地域福祉の基本的な考え方（住民主体、生活問題の共同化、ネットワー

クづくり）を読み取ることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席を兼ねたリアクションペーパーの記入(20%)/ワークシート・レポート等課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 牧里毎治・杉岡直人・森本佳樹編、2013、『ビギナーズ地域福祉』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12486-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本地域福祉学会編、2006、『地域福祉事典』、中央法規出版 (ISBN:4-8058-2519-7) 

2. 仲村優一・一番ケ瀬康子・右田紀久恵監修、2007、『エンサイクロペディア社会福祉学』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-

2980-6) 

3. 社会福祉士養成講座編集委員会編、2015、『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』、中央法規出版 
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(ISBN:978-4-8058-5105-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解を深めるため適宜、映像等の視聴覚教材を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB230／女性福祉論 

(Social work and Gender) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
女性への暴力や貧困を克服する社会を構想するために 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、専門的対人援助職であるソーシャルワーカーに必要な「理論・制度・サービスの理解」を深めるための科目群のひと

つである。 

性差別を基底とした女性問題の現状を理解し，その解決に向けた社会福祉の役割を女性福祉の視点から解明する。また，支援

者に必要なスキルを修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

女性ゆえに被る差別，社会的不利益，そこから生じる諸問題を総称して「女性問題」といい，現代ではその解決への取り組みが

地球的規模で進められている。本講義では，女性福祉が必要とされる現代社会の現状の理解とともに，女性福祉の実際と今後

を展望する。又，暴力のない社会を構想し、私たちが幸せに生きる道筋を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代の女性問題と社会福祉 

2. デート DV：恋愛と暴力を考える 

3. ドメスティック・バイオレンス：結婚と暴力を考える 

4. ドメスティック・バイオレンス防止法と DV対策の現況―国際比較 

5. ドメスティック・バイオレンス被害者支援の視点と実際 

6. 性暴力の現実と性暴力被害への支援 

7. 性の商品化と人権―アダルトビデオ・買春から考える１） 

8. 性の商品化と人権―アダルトビデオ・買春から考える２） 

9. 女性支援の現場（１） 

10. 女性支援の現場（２） 

11. 貧困の女性化と現代社会 

12. 母子福祉の実施体制 

13. 女性福祉の実施体制―狭間のニーズとは何か 

14. 女性支援政策の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については，各回の授業で提示する。授業への参加により多角的な気づきを得て，各自の認識を深めることができてい

るかという点を重視する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎回のリアクションペーパー(40%) 

成績評価にあたっては、欠席４回以上の場合には、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式を中心とし、映像資料や配布資料を適宜活用する。また、理解を深めるためにワークシートを

実施する予定である。 

授業では、学生への質問も活発に行うので、積極的な参加が期待される。 

リアクションペーパーについては、次回授業時にフィードバックを行う。 
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注意事項（Notice） 
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■IB235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB235／介護技術論 

(Practice of Care Work) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 悠美子（TANAKA YUMIKO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

対象に心地よい介護技術を考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・基本的な介護技術の根拠や手順、個別に配慮するポイントについて学ぶ 

・知識を活かして、一部の技術を体験する 

・「対象に心地よい介護技術」について検討をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 対象者の理解、身体機能の観察や評価 

3. コミュニケーション技術１（視覚障害・聴覚障害） 

4. コミュニケーション技術２（認知機能障害） 

5. 認知症の人とのコミュニケーション 

6. 感染予防、介護を展開する前の準備 

7. 移動の介護１（起居動作） 

8. 移動の介護２（車椅子移動） 

9. 食事の介護１（摂食・嚥下のメカニズム） 

10. 食事の介護２（様々な食事形態） 

11. 排泄の介護 

12. 口腔ケア、清潔の介護 

13. 睡眠の介護 

14. グループ討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・授業中に資料を配布する 

・その他、学習準備については、各回の講義で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業およびグループワーク・討議の参加状況(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実技を体験する時には、動きやすい服装で参加して下さい。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB241／精神医学１ 

(Psychiatry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
精神疾患とその治療 

担当者名 

（Instructor） 
田中 伸一郎(TANAKA SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 精神障害の概念・症状・検査・治療を理解し、精神保健福祉士などの専門職として必要な精神医学の知識の習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 総論では、診断、治療、自殺予防などの精神医学の基本を学習する。 

 各論では、さまざまな精神障害（神経症、摂食障害、うつ病、双極性障害、統合失調症、神経発達症、神経認知障害）の概念・

症状・検査・治療について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神医学とは何か？ 

2. 精神科診断とは何か？ 

3. 神経症と摂食障害（１） ～不安症、強迫症、解離症 

4. 神経症と摂食障害（２） ～身体症状症、摂食障害 

5. うつ病（１） ～概念・疫学・原因・症状 

6. うつ病（２） ～診断・治療・経過・予後 

7. 双極性障害（１） ～概念・疫学・原因・症状 

8. 双極性障害（２） ～診断・治療・経過・予後 

9. 統合失調症（１） ～概念・疫学・原因・症状 

10. 統合失調症（２） ～診断・治療・経過・予後 

11. 自殺予防のために ～死にたい人をどう助けるか？ 

12. 神経発達症 ～子どもの精神医学 

13. 神経認知障害 ～高齢者の精神医学 

14. 精神科治療とは何か？ 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義プリントを中心に復習をすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義プリントを毎回、必要に応じて資料を配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB242／精神医学２ 

(Psychiatry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
今村 弥生(IMAMURA YAYOI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
原則隔週開講。日程はコミュニティ福祉学部掲示板を確認のこと。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神障がいを持つ当事者に適切な関わりを持つための知識と基本的な支援技法を獲得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神医学 1 の補充として、様々な精神障害の概念、症状、検査法について理解し、可能な限り実技を交えて、心理療法について

学習する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 認知行動療法 1 

2. 認知行動療法 2 

3. 不安障害（精神医学 1 の補足） 

4. PTSD 災害時などのトラウマケア 

5. 第 3 世代 認知行動療法（マインドフルネス）1 

6. 第 3 世代 認知行動療法（マインドフルネス）2 

7. 思春期の発達症 

8. おとなの発達症・パーソナリティ障害 

9. 依存症の診断と治療・関わり 

10. 自助グループ 

11. てんかん 

12. 精神科の薬物療法 

13. ソーシャル・スキルズ・トレーニング（SST) 1 

14. ソーシャル・スキルズ・トレーニング（SST) 2 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関心がある領域については関連図書などで復習をしてください 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB251／精神保健福祉論１ 

(Psychiatric Social Work 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
精神保健福祉に関する制度とサービス 

担当者名 

（Instructor） 
赤畑 淳(AKAHATA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神保健医療福祉領域の支援にかかわる法制度について，その背景と概要を理解し，ソーシャルワーク実践と関連させて考え

ることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「精神保健福祉に関する制度とサービス」について、①精神保健医療福祉の施策・法制度の変遷、②精神障害者が活用できる制

度とサービス、③精神保健福祉士の業務と法制度を中心に、ソーシャルワーク実践と関連させながら、具体例を踏まえて授業を

展開していく。 

なお，本授業は精神保健福祉士国家試験受験資格取得のための必須指定科目である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近年の精神保健医療医療福祉の動向 

2. 精神保健医療福祉施策の変遷（１） 

3. 精神保健医療福祉施策の変遷（２） 

4. 精神保健医療福祉施策の変遷（３） 

5. 精神保健医療福祉施策の変遷（４） 

6. 精神保健福祉法の概要 

7. 精神障害者支援と障害者総合支援法 

8. 精神障害者が活用できる制度とサービス（１） 

9. 精神障害者が活用できる制度とサービス（２） 

10. 精神医学ソーシャルワーカーと精神保健福祉士 

11. 精神保健福祉士の業務と法制度（１） 

12. 精神保健福祉士の業務と法制度（２） 

13. 精神保健福祉士の業務と法制度（３） 

14. 制度活用におけるソーシャルワークの視点 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常的に新聞等の各種メディアで精神保健医療福祉領域の情報に目を通しておいてください。また，必要に応じて各回の授業内

で提示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(40%) 

国家資格指定科目としての規則に従い，指定回数以上の欠席はＤ評価（単位取得不可）とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

日本精神保健福祉士養成校協会編『精神保健福祉に関する制度とサービス』(中央法規出版），その他，授業内で適宜紹介す

る。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2017 年度までの「精神保健福論２」（担当：赤畑淳）履修者は講義内容が一部重複します。シラバス内容を必ず確認の上で、本科

目「精神保健福祉論１」の履修登録をしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB252／精神保健福祉論２ 

(Psychiatric Social Work 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
精神保健福祉に関する制度とサービス 

担当者名 

（Instructor） 
赤畑 淳(AKAHATA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神保健医療福祉領域の支援にかかわる法制度について，その背景と概要を理解し，ソーシャルワーク実践と関連させて考え

ることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「精神保健福祉に関する制度とサービス」について、①メンタルヘルスの課題と法制度、② 

司法と精神医療保健福祉、③社会調査とソーシャルワーク実践を中心に、ソーシャルワーク実践と関連させながら、具体例を踏

まえて授業を展開していく。 

なお，本授業は精神保健福祉士国家試験受験資格取得のための必須指定科目である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会におけるメンタルヘルスの課題 

2. メンタルヘルスの課題と法制度（１） 

3. メンタルヘルスの課題と法制度（２） 

4. メンタルヘルスの課題と法制度（３） 

5. 司法と福祉 

6. 累犯障害者の支援 

7. 医療観察法の概要 

8. 医療観察法とソーシャルワーク 

9. 精神保健医療福祉を取り巻く司法関連問題 

10. 社会調査とソーシャルワーク実践 

11. 量的調査の概要と方法 

12. 質的調査の概要と方法 

13. 諸外国における精神医療保健福祉（１） 

14. 諸外国における精神医療保健福祉（２） 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常的に新聞等の各種メディアで精神保健医療福祉領域の情報に目を通しておいてください。また，必要に応じて各回の授業内

で提示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

日本精神保健福祉士養成校協会編『精神保健福祉に関する制度とサービス』(中央法規出版），その他，授業内で適宜紹介す

る。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB253／精神障害者の生活支援システム 

(Living Assistance System for Mentally Handicapped Person) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 朋広(IKEDA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神障害者の生活支援の意義と特徴を理解することが目標です｡ 

特にリカバリーの視点、居住支援・ 就労支援に関する制度､ 精神保健福祉に関連する各専門機関の役割や機能について学習

し､ 精神保健福祉士に不可欠な人権意識を高め､ 様々な制度改革､ 社会改革の必要性を考察してほしい｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

｢精神障害者｣ という人がいるのではなく､ ｢ごく普通の人が人生の局面で精神障害という困難に出会い､ 誰もがそうした危機に

直面する可能性がある｣ という考え方に基づき､ 授業を展開します｡ 精神障害をもつ人が生活危機を乗り越え､ 人生に希望を

もって生きるための仕組み､ 法､ 制度について具体的な事例を交えて紹介していきます｡精神科病院における精神保健福祉士

の役割にも触れていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神障害の概念① 

精神障害を法や分類から理解する 

2. 精神障害の概念② 

精神障害の特性を理解する 

3. 精神障害者の生活の実際 

精神障害者を取り巻く現状と課題 

4. 精神障害者の生活と人権 

5. 精神障害者の地域生活支援システム① 

自立と社会参加のための地域生活支援システム 

6. 精神障害者の地域生活支援システム② 

相談援助の実際 

7. 精神障害者の地域生活支援システム③ 

クライシスケアシステム・地域生活支援システム 

8. 精神障害者の居住支援① 

居住支援制度の歴史的展開 

9. 精神障害者の居住支援② 

居住支援の実際と専門職の役割 

10. 精神障害者の雇用・就業支援① 

雇用・就業支援制度の概要と歴史的展開 

11. 精神障害者の雇用・就業支援② 

雇用・就業支援と福祉的就労の実際 

12. 精神障害者の雇用・就業支援③ 

雇用・就労支援における近年の動向 

13. 行政における相談援助システム 

14. 精神科病院における地域生活の安定化を目的とした機関連携事例の紹介 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習：テキストに沿って、授業を行いますので、各回の授業に関連する項目に目を通しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー（兼出席表）(40%) 

指定回数以上の欠席は単位不可とします｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本精神保健福祉士養成校協会、2012、『新・精神保健福祉士養成講座７『 精神障害者の生活支援システム』』、中央法規出

版 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB255／福祉環境論 

(Residential Environment and Personal Social Services) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 朱子(ITO SHUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

超高齢社会における社会システムの構築と福祉に関する制度・政策を考慮しながら、地域のあり方・住宅・福祉施設について学

び、居住環境・まちづくりの課題について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の日本の状況や介護保険をはじめとする社会システムの構築を踏まえ、高齢者に視点をあてながら、建築的視点を含めて

環境整備の大切さを講義する。具体的な事例を交えながら、パワーポイントを利用して、紹介、説明をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の現在・超高齢社会について 

2. 社会制度と高齢者福祉 

3. ユニバーサルデザイン・バリアフリーデザインとノーマライゼーション 

4. 高齢期の生活と多様な住まい方 

5. 高齢者施設のケアと居住環境 

6. 高齢者施設のブランド理論とリスクマネジメント 

7. 高齢者施設の事例研究 

8. 高齢期における住宅生活と居住環境 

9. 住宅改修と福祉住環境コーディネーター 

10. 高齢者が地域で暮らすこと １ 

11. 高齢者が地域で暮らすこと ２ 

12. 高齢化とまちづくり １ (都市部編） 

13. 高齢化とまちづくり ２ （地方編） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週の講義の内容について事前に知らせるので、それについて各自学習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクションペーパーの内容(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京大学 高齢社会総合研究機構、2013、『東大がつくった確かな未来視点を持つための高齢社会の教科書』、株式会社ベネ

ッセコーポレーション 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 139 - 

■IB260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB260／医療福祉論 

(Medical Social Work) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉士及び精神保健福祉士課程「保健医療サービス」に相当する科目です。保健医療領域のソーシャルワーク実践につい

て理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は保健医療領域の特徴・保健医療関係職種の役割と連携・医療保障制度を，ソーシャルワーカーの視点から学びます。

疾病を抱えたうえ生活障害のある人に対し，保健医療機関がどのようなサービスを提供しうるのか，その中でソーシャルワーカー

には何ができるのかについて検討していきます。 

精神保健福祉士課程の実習参加先行履修科目です。社会福祉士課程でも医療福祉領域での実習希望者は実習よりも前に履修

することを勧めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 保健医療サービスとは 

2. 医療ソーシャルワーク業務の概要 

3. 医療ソーシャルワーカーの歴史と役割 

4. 医療ソーシャルワーカー業務指針と倫理綱領 

5. 医事法制の特徴と動向 

6. 医療法の経過と概要 

7. 医療保険制度の概要 

8. 診療報酬制度の概要 

9. 保健医療施設の概要 

10. 保健医療専門職の役割と理念 

11. 患者・家族支援の実際（インフォームドコンセントなど） 

12. チーム医療と連携 

13. 地域社会との連携 

14. ソーシャルワーカーが病院にいる意味 

15. まとめ，試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞・ニュース等の医療福祉関連記事に関心を持つように努めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間レポート 2 回(20%) 

出席は国家資格指定科目としての規則に従います。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会編集、2017年 2月 1 日、『新・社会福祉士養成講座第 17巻「保健医療サービス 第 5

版」』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-5432-7) 

その他，必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB265 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB265／精神保健福祉援助技術各論１ 

(Practice of Psychiatric Social Work 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 

担当者名 

（Instructor） 
赤畑 淳(AKAHATA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワーク実践の意義や展開について理解し，実践で必要とされるスキルについて習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

保健医療福祉等の包括的な支援の展開について，実践事例など通し理解すると共に，チームアプローチやスーパービジョンの理

論・実践を踏まえ，アセスメントの重要性，連携・協働の意義について学習する。なお，本授業は精神保健福祉士国家試験受験

のための必須科目である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健医療福祉におけるソーシャルワーク実践 

2. 人の包括的理解 

3. 相談支援活動における面接技法 

4. ストレングス視点による理解 

5. 保健医療福祉システムの理解 

6. 相談援助の展開と支援の実際（１） 

7. 相談援助の展開と支援の実際（２） 

8. 長期在院者の理解と地域移行支援 

9. 地域定着支援と地域ネットワーク 

10. チームアプローチの概要 

11. チームアプローチの実際 

12. スーパービジョンの概要 

13. スーパービジョンの実際 

14. コンサルテーションの概要と実際 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常的に新聞等の各種メディアで精神保健医療福祉領域の情報に目を通しておいてください。また必要に応じて各回の授業内で

提示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(40%) 

国家試験指定科目の規則に従い、指定回数以上の欠席は D評価（単位取得不可）とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

『精神保健福祉の理論と相談援助の展開』(中央法規） 

その他，授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2017 年度までの「精神保健福祉援助技術各論２」履修者は講義内容が重複するため、シラバス内容を必ず確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB270／家族臨床心理学 

(Clinical Psychology of the Family) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
児童虐待と子育て支援の臨床心理学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 尚子(KATOU SHOUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年社会の変動とともに，変化を余儀なくされている家族のかたちや機能について理解をふまえ，特に児童虐待と養育に関わる

心理学を臨床的な観点から学び，対人援助の現場で役立つ実践的な知識を得ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉や教育の現場で出会う家族の問題として，児童虐待，子育て支援にかかわる心理学について学ぶ。それらを生じさせている

家族の「枠組み」の理解をふまえ，児童虐待の防止や虐待を受けた子どもへの治療，支援，および子育て支援について，臨床心

理学的観点から講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：児童虐待とは 

2. 家族と子ども 1：家族の機能 

3. 家族と子ども 2：現代社会と家族，子育て 

4. 個人の発達と家族の発達 1：個人の発達課題と家族づくり 

5. 個人の発達と家族の発達 2：家族の発達 

6. 児童虐待の歴史 

7. 児童虐待の発生要因と補償要因 

8. 虐待をする親の心理 

9. 虐待による心理的被害 

10. アタッチメント 1：アタッチメントの発達 

11. アタッチメント 2：子ども虐待とアタッチメント形成 

12. アタッチメント 3：アタッチメントの観点からの養育支援 

13. 児童虐待と心的外傷体験 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

児童虐待や子育て支援に関わる時事ニュースについて，常に関心を持ち理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席および授業参加度(20%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤尚子、2017、『虐待から子どもを守る』、小学館 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤尚子、2012、『施設心理士という仕事』、ミネルヴァ書房 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業態度について，授業中の離席，私語は厳禁とします。他の履修者の学習の妨げになる行為や授業の進行を妨げる行為につ

いては，その都度厳格に対処します。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB280 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB280／福祉行財政と福祉計画 

(Finance,Administration and Plan of Social Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
住民主体の福祉行政をどう実現するのか 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉の行財政の理論、実施体制とその現状を考察した上で、各福祉領域ごとの福祉計画の意義や目的、計画の内容や方

法についての実践的理解を図ります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、まず福祉行財政における国・都道府県・市町村の機能や役割分担、財源構成、それぞれの組織について学習しま

す。これを踏まえて、福祉計画のそれぞれの内容、計画間の違い・特性を理解し、これら福祉計画の策定・実施をどのように住民

本位で進めるのかを検討します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福祉行政とは何か－政策理論と社会福祉－ 

2. 福祉行政の法制度 

3. 福祉行政の実施体制 

4. 地方自治と福祉行政－地方分権・地域主権と社会福祉－ 

5. 社会福祉の財政Ⅰ（マクロ） 

6. 社会福祉の財政Ⅱ（ミクロ） 

7. 福祉行政の管理運営Ⅰ（組織管理） 

8. 福祉行政の管理運営Ⅱ（事務管理） 

9. 福祉計画の基礎理論－計画行政と計画策定の方法－ 

10. 福祉計画各論Ⅰ（老人福祉計画・介護保険事業計画） 

11. 福祉計画各論Ⅱ（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画） 

12. 福祉計画各論Ⅲ（子ども・子育て支援計画・母子及び寡婦自立支援計画・次世代育成支援計画） 

13. 福祉計画各論Ⅳ（地域福祉計画と福祉関連計画） 

14. 福祉計画と住民参加 

15. 講義のまとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高齢者福祉論、介護保険論、障害福祉論、児童福祉論、地域福祉論などのそれぞれの領域の制度の理解が前提となりますの

で、各制度をしっかりと理解するようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席及び授業態度(30%)/リアクションペーパー(10%) 

社会福祉士試験受験科目ですので単位認定は２／３以上の出席が要件です。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に授業ではテキストを使用しません。毎回の授業時に講義レジュメを配布しますので、それによって講義をします。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、講義の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国家試験受験者、公的機関で実習する方、公務員採用試験を受験される方は必ず履修してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB285／就労支援サービス 

(Employment Support Services) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多機関の活用と多職種との連携による企業就労と福祉的就労 

担当者名 

（Instructor） 
富田 文子(TOMITA FUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就労希望であり、支援を必要とする対象者について理解する。そして、ソーシャルワーカーとして有すべき、支援のためのサービ

スに関する基礎知識を習得し、具体的な就労支援ニーズと各機関との連携方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

就労支援制度と関係法制度、支援機関や施設の機能と専門職、就労支援の関連領域との連携、障害者雇用に関する国内の動

向、今後の就労支援の課題等について学習する。そして、障害者や低所得者、一人親家庭等の多様なニーズのある対象者の支

援を活用した就労方法及び雇用形態を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 就労支援サービスの理念と雇用・労働の動向 

2. 就労支援サービスの対象者 

3. 就労支援サービスの機関と法制度・専門職 

4. 就労支援に係る組織、団体とその役割 

5. 就労支援ニーズのアセスメントと職業評価の実施機関 

6. 仕事のコーチング支援（ジョブコーチ）と企業における訓練 

7. 職場開拓と職場環境の調整 

8. 福祉的就労（就労継続支援 A型・B 型事業）の意義 

9. 医療機関での就労支援 

10. 特別支援学校での就労支援 

11. 就労移行支援事業での就労支援 

12. 低所得者への就労支援 

13. 就労支援における機関・施設・企業との連携 

14. 就労支援における今後の課題・まとめ 

15. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下 3 点について考え、講義内で答えられるようにしておくこと。 

（1）大学卒業後に思い描く、自分の理想とする仕事や働き方について説明できるようにする。 

（2）10 年後、20 年後の自分は、どう過ごしているのか。仕事内容や役職、生活状況等キャリアを考える。 

（3）人はなぜ働くのか考える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/学習態度・講義参加度・リアクションペーパー(30%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。必要に応じてプリントや資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会、2016、『就労支援サービス第 4 版』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-5304-7) 

2. 朝日雅也、笹川俊雄、高橋賢司他、2017、『障害者雇用における合理的配慮』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-20531-6) 

3. 中島隆信、2015、『障害者の経済学 増補改訂版』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4-492-31416-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国家試験受験者や障害者施設での実習希望者は、受講されることをおすすめします。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB290／権利擁護と成年後見制度 

(Advocacy and adult guardianship) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ソーシャルワークの基盤となる人権と社会正義，人間の尊厳などの基本理念と権利擁護に関わる今日的な課題を，現実に生じて

いるさまざまな事象と絡めながら，体系的に理解する。 

権利とは何か，権利が侵害されるとはどのようなことを意味するのか，誰が利用者の権利を擁護し得るのか等々，抽象的な概念

を具体的事象に引き付けて，自らの言葉で表現できるようになることを本講義の目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

権利に関わる基本的理解の基に，ソーシャルワークが対象とする利用者像を確認し，権利擁護が求められる社会的背景を具体

的に紹介する。また，潜在化しやすい日常的な権利侵害の構造や虐待の発生メカニズムと解決策を学びつつ，社会システムとし

ての権利擁護制度や成年後見制度の現状と課題について講義する。さらに，ゲストスピーカー等による講義も予定しており，実

践的な取り組みや課題について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相談援助活動と法 

2. 法律の基本概念と権利の構造（１） 

3. 法律の基本概念と権利の構造（２） 

4. 日常生活と社会的排除を考える 

5. エンパワメントとアドボカシーの理解 

6. 子ども虐待の現状と課題 

7. 高齢者虐待の現状と課題 

8. しょうがい者虐待の現状と課題 

9. 成年後見制度に関する基本的理解 

10. 成年後見制度の課題と批判的検討 

11. 日常生活自立支援事業の現状と課題 

12. 地域における権利擁護システム 

13. 本人の立場に立つ権利擁護の視点 

14. 事例を通じて考える権利擁護の実際 

15. 社会福祉における権利保障の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については，参考文献等を含め，各々授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/出席兼リアクションペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験受験のための指定科目に該当する。 

そのため，以下の追加授業日があるので，注意すること。 

追加授業日：７月７日（土）３時限 

 

注意事項（Notice） 
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■IB291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB291／障害幼児ソーシャルワーク論 

(Social Work for Infants with Disabilities) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宣子(SASAKI NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達に遅れや偏りがある乳幼児期の子どもへの支援を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

乳幼児期の発達支援は、子育て支援の大切な取り組みのひとつとして注目されている。本授業では発達に遅れや偏りがある乳

幼児期の子どもと家族への支援の実際を学ぶ。学生の皆さんが乳幼児期の支援のあり方について考える糸口としていただきた

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 障害の理解１ 

3. 障害の理解２ 

4. 障害の理解３ 

5. 発達の遅れや偏りへの気づき 

6. 様々な発達支援の場と取り組み １ 

7. 様々な発達支援の場と取り組み ２ 

8. 家族支援 

9. 具体的な発達支援の方法１ 

10. 具体的な発達支援の方法２ 

11. 具体的な発達支援の方法３ 

12. 具体的な発達支援の方法４ 

13. 具体的な発達支援の方法５ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

乳幼児期の子どもの生活や発達に興味をもつ。身近な地域の発達支援の場を調べてみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内のリアクションペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。プリントを随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB292 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB292／社会福祉援助技術論２ 

(Method of Social Work 2) 

担当者名 

（Instructor） 
潮谷 恵美(SHIOTANI EMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は相談援助（個別支援等）の意義や理論と方法の基本的知識を学ぶことを目的とする。さらに知識をふまえて、援助実践

を考察できることをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

相談援助の基本的構造と機能、援助の展開過程の理解、基本的援助技術、ソーシャルワーク実践の理論、アプローチの基本的

理解と活用について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：相談援助 

2. 相談援助の基本的構造と機能、援助関係１ 

3. 相談援助の基本的構造と機能、援助関係２ 

4. 相談援助の展開過程１ 概要と活用、課題の発見 

5. 相談援助の展開過程２ 契約（合意形成）、アセスメント 

6. 相談援助の展開過程３ 目標設定、計画作成、介入、評価 

7. 基本的援助技術：面接１  

8. 基本的援助技術：面接２ 

9. 基本的援助技術：記録１ 記録の意義 活用の課題 

10. 基本的援助技術：記録２ 記録の種類 実践における活用 

11. ソーシャルワークの理論 実践モデル,アプローチ１  

12. ソーシャルワークの理論 実践モデル、アプローチ２ 

13. ソーシャルワークの理論 実践モデル、アプローチ３ 

14. 専門職としての力量の向上：事例検討 スーパービジョン 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの講義該当箇所をあらかじめ読み、授業にのぞむこと。授業後は、学習内容をノート、資料、テキスト等で確認を行うこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

成績評価にあたっては、授業回数の 3 分の 2 以上（試験を含む）の出席者に限り合格評価とする 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相沢譲治 監修 津田耕一編集、2010、『ソーシャルワーカー教育シリーズ② ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ』、みらい 

(ISBN:978 ｰ 4-86015 ｰ 202-4) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、現物資料、映像資料なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB293 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB293／社会福祉援助技術論３ 

(Method of Social Work 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グループワーク（集団援助技術） 

担当者名 

（Instructor） 
諏訪 茂樹(SUWA SHIGEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グループワーク（集団援助技術）を理解するだけではなく，実際のグループワークで必要となる様々な技術と態度の習得を目指

す。そのために講義だけではなく，演習も交えながら進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グループワーク（集団援助技術）とは，集団の機能を活用しながら，個人や集団の課題を解決する援助技術である。施設や地域

などで，利用者が所属するグループに働きかけたり，新たなグループを構成したりしながら，様々な集団活動を展開するための知

識と技術と態度を学ぶ。また、社会福祉士国家試験におけるグループワークの過去問題にも取り組む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グループワークの定義 

2. 課題と活動の多様性 

3. グループワークの歴史 

4. グループワークの意義 

5. グループワークの構造 

6. 利用者とグループの理解 

7. グループワークの過程 1（事前評価，目標設定，計画，実行，事後評価） 

8. グループワークの過程 2（準備期，開始期，作業期，終結期） 

9. ワーカーの役割 

10. ワーカーの基本的態度 

11. スーパービジョンの意義と方法 

12. 各アプローチの理論と実際 1（グループダイナミックス） 

13. 各アプローチの理論と実際 2（ティーチングとコーチング） 

14. 各アプローチの理論と実際 3（ナラティブ・アプローチ） 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」において、過去 6 年間に出題されたグループワークに関する問題に、取り組ん

でください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/毎回の振り返りシート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB294 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB294／社会福祉援助技術論４ 

(Method of Social Work 4) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，地域を基盤とするソーシャルワークを主眼に置き，社会福祉の支援に必要な援助技術の理論を学びつつ，実践で

役立つ思考方法を身につけるため，幅広い視点を獲得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

単に理論を紹介するだけでなく，事例に基づいたワークやディスカッション等を取り入れながら，実践的な学習に主眼を置く。ま

た，いずれの分野・領域においても必要とされる地域社会に軸足をおいた支援について，多角的に学べる工夫を行う。受講生一

人ひとりが，社会福祉や支援のあり方を考える授業を予定しているので，主体的な学習参加が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／社会福祉援助技術とは 

2. 人と環境の理解(1)／システム理論を学ぶ 

3. 人と環境の理解(2)／環境に働きかける支援とは 

4. 支援プロセスの理解(1)／個別支援計画の意義 

5. 支援プロセスの理解(2)／支援の評価と効果測定 

6. 援助技術の課題(1)／アウトリーチの意義と効果 

7. 援助技術の課題(2)／スーパービジョンを学ぶ 

8. 支援者のストレス・マネジメントの必要性 

9. 支援における事例と評価(1) 

10. 支援における事例と評価(２) 

11. 支援における事例と評価(３) 

12. 支援における事例と評価(４) 

13. 地域における支援のネットワーキング 

14. 利用者の主体性を引き出す支援とは 

15. まとめ（試験） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については，参考文献等を含めて，授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業態度(20%)/出席兼リアクションペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，毎回資料等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，適宜授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では，ゲストスピーカーを招聘する予定である。詳細は，授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB295 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB295／社会保障論 

(Social Security) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障の現代的課題を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本および諸外国の社会保障制度体系を理解し、さらに、社会保障の財源や制度の体系を理解しましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 今日の社会保障制度は,国民が生活を送る上で基本的条件になっています。日本と諸外国の社会保障体系を学ぶことで、日本

の社会保障が将来どうあるべきかを様々な視点から考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会保障の財源と費用１ 

2. 社会保障の財源と費用２ 

3. 社会保障制度１ 年金保険制度１ 

4. 社会保障制度２ 年金保険制度２ 

5. 社会保障制度３ 医療保険・医療保障１ 

6. 社会保障制度４ 医療保険・医療保障２ 

7. 社会保障制度５ 介護保険・介護保障１ 

8. 社会保障制度６ 介護保険・介護保障２ 

9. 社会保障制度７ 労働保険制度１ 

10. 社会保障制度８ 労働保険制度２ 

11. 社会保障制度９ 公的扶助・社会福祉１ 

12. 社会保障制度１０ 公的扶助・社会福祉２ 

13. 社会保障制度１１ 社会手当 

14. 諸外国の社会保障 

15. まとめ、試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当部分について読んでおいてください。 

復習：日本や諸外国の社会保障制度の内容を理解してください。社会保障に関する新聞記事等も、常日頃読むようにしてくださ

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭、2016、『増補改訂基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 (ISBN:ISBN978-4-88037-649-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭他、2017、『高齢期社会保障改革を読み解く』、自治体研究社 (ISBN:978-4-88037-671-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

厚生労働省 

社会保障審議会医療保険部会 

社会保障審議会介護保険部会 

社会保障審議会障害者部会 

社会保障審議会生活保護基準部会 

 

注意事項（Notice） 
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■IB296 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／海外留学・海外インターン英語（福祉系） 

(English for foreign studies and internships (Social Work)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To Understand the Introduction of Social Work Theories and Policies 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2903 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to introduce students to the historical roots of social work theories and policies as well as some of their key 

theories, methods, and practices. Students will benefit from the retained accessibility and engaging style of the course’s 

predecessor. Through an analysis of the key concepts and theories of welfare, students will examine the potential impact of 

globalization and the financial crisis, making them core reading for all those studying social work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides an overview of professional social work. It examines the historical development of the profession of social 

work; introduces the profession’s values, ethics, and practice principles; examines the major interventive methods 

of social work practice; identifies the generalist base of social work practice; and explores the social service delivery networks 

which comprise the social welfare system in urban environments. Social work’s historic commitment to social justice and to the 

elimination of poverty is integrated throughout the course. Ecological social systems framework is also 

introduced and integrated as diversity and global impacts are introduced. The course format includes lecture presentations, 

discussion, guest presentations, reading assignments, examinations, student volunteer service, and visits to social agencies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Purpose and Expectations for Practicum 

2. Implementing a Learning Plan  

3. Learning from Supervision  

4. Personal Safety  

5. Communication 

6. Organizational Context of Practice 

7. The Community Context of Practice 

8. The Social Problem Context of Practice / The Social Policy Context of Practice 

9. Cultural Competence   

10. Professional Social Work / Social Work Ethics / Legal Issues  

11. Planned Change Process / Evaluating Your Practice  

12. Merging Self and Profession / Leadership for Social Justice 

13. Summary and Conclusion 

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1. Identify and use theories of social work 

2. Critically assess approaches to social work 

3. Analyze the roles of social work in development and change. 

4. Articulate how theories and concepts of social work  

5. Apply into the concept of social capital and policy into your daily lives 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Short Papers(30%)/Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Cynthia Garthwait、2016、『The Social Work Practicum: A Guide and Workbook for Students (7th Edition) (Connecting Core 

Competencies) [Student Edition] [ペーパーバック]』、Pearson (ISBN:978-0133948417) 
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適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 154 - 

■IB297 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語で学ぶ海外の福祉の現状 

(Present situation of foreign socialwork in English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To Understand the Introduction of Technology and Communication in Social Work 

Theories and Policies 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course explores the influence of technology in social work practice and society. Students will learn about appropriate 

community or direct interventions using these new technologies. In addition, the course will provide an introduction to effective 

communication and public relations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

For social workers to effectively practice in the information age, they have to become familiar with new technologies, 

understand the implications of these technologies on people, and learn about appropriate community or direct interventions 

using these new technologies. In this online course, students will explore empirical studies regarding technology and social work, 

and focus on the latest trends in social work using new technologies, such as social networking, blogging, mobile technology, 

user-generated content and virtual environments. The course will also cover the ethical issues surrounding technology and the 

internet, particularly such issues as the effects of "the digital divide" on democratic participation and the privacy and dual 

relationship issues related to some new technology. In addition, the course will provide an introduction to effective 

communication and public relations.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to New Technologies for the Social Work 

2. There Is No Center  

3. On Coalitions, Movements and Regime Change   

4. Netroots Rising 

5. Television, Message Control, Money and Republican Dominance  

6. Objectivity and Transparency 

7. The Limits of Netroots Influence   

8. Resolution  

9. Internet and Social work: The Next Generation Paper 

10. Internet and Social Work 1 

11. Internet and Social Work 2 

12. Internet and Social Work 3 

13. Summary and Conclusion 

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1. Identify and use the implications of the new technologies for the social work 

2. Critically assess approaches to the new technologies for the social work 

3. Analyze the roles of the new technologies for the social work in development and change. 

4. Articulate how theories and concepts of the new technologies for the social work  

5. Apply into the concepts of the new technologies for the social capital and policy into your daily lives 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Short Papers(30%)/Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Matthew R. K, & Christopher J. B.. 2016. Next Generation Netroots: Realignment and the Rise of the Internet Left.. 

Routledge. (ISBN:1138652482) 

適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 

 

注意事項（Notice） 
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■IB301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB301／精神障害者の生活支援システム 

(Living Assistance System for Mentally Handicapped Person) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 朋広(IKEDA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神障害者の生活支援の意義と特徴を理解することが目標です｡ 

特にリカバリーの視点、居住支援・ 就労支援に関する制度､ 精神保健福祉に関連する各専門機関の役割や機能について学習

し､ 精神保健福祉士に不可欠な人権意識を高め､ 様々な制度改革､ 社会改革の必要性を考察してほしい｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

｢精神障害者｣ という人がいるのではなく､ ｢ごく普通の人が人生の局面で精神障害という困難に出会い､ 誰もがそうした危機に

直面する可能性がある｣ という考え方に基づき､ 授業を展開します｡ 精神障害をもつ人が生活危機を乗り越え､ 人生に希望を

もって生きるための仕組み､ 法､ 制度について具体的な事例を交えて紹介していきます｡精神科病院における精神保健福祉士

の役割にも触れていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神障害の概念① 

精神障害を法や分類から理解する 

2. 精神障害の概念② 

精神障害の特性を理解する 

3. 精神障害者の生活の実際 

精神障害者を取り巻く現状と課題 

4. 精神障害者の生活と人権 

5. 精神障害者の地域生活支援システム① 

自立と社会参加のための地域生活支援システム 

6. 精神障害者の地域生活支援システム② 

相談援助の実際 

7. 精神障害者の地域生活支援システム③ 

クライシスケアシステム・地域生活支援システム 

8. 精神障害者の居住支援① 

居住支援制度の歴史的展開 

9. 精神障害者の居住支援② 

居住支援の実際と専門職の役割 

10. 精神障害者の雇用・就業支援① 

雇用・就業支援制度の概要と歴史的展開 

11. 精神障害者の雇用・就業支援② 

雇用・就業支援と福祉的就労の実際 

12. 精神障害者の雇用・就業支援③ 

雇用・就労支援における近年の動向 

13. 行政における相談援助システム 

14. 精神科病院における地域生活の安定化を目的とした機関連携事例の紹介 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習：テキストに沿って、授業を行いますので、各回の授業に関連する項目に目を通しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー（兼出席表）(40%) 

指定回数以上の欠席は単位不可とします｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本精神保健福祉士養成校協会、2012、『新・精神保健福祉士養成講座７『 精神障害者の生活支援システム』』、中央法規出

版 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB302／権利擁護と成年後見制度 

(Advocacy and adult guardianship) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ソーシャルワークの基盤となる人権と社会正義，人間の尊厳などの基本理念と権利擁護に関わる今日的な課題を，現実に生じて

いるさまざまな事象と絡めながら，体系的に理解する。 

権利とは何か，権利が侵害されるとはどのようなことを意味するのか，誰が利用者の権利を擁護し得るのか等々，抽象的な概念

を具体的事象に引き付けて，自らの言葉で表現できるようになることを本講義の目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

権利に関わる基本的理解の基に，ソーシャルワークが対象とする利用者像を確認し，権利擁護が求められる社会的背景を具体

的に紹介する。また，潜在化しやすい日常的な権利侵害の構造や虐待の発生メカニズムと解決策を学びつつ，社会システムとし

ての権利擁護制度や成年後見制度の現状と課題について講義する。さらに，ゲストスピーカー等による講義も予定しており，実

践的な取り組みや課題について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相談援助活動と法 

2. 法律の基本概念と権利の構造（１） 

3. 法律の基本概念と権利の構造（２） 

4. 日常生活と社会的排除を考える 

5. エンパワメントとアドボカシーの理解 

6. 子ども虐待の現状と課題 

7. 高齢者虐待の現状と課題 

8. しょうがい者虐待の現状と課題 

9. 成年後見制度に関する基本的理解 

10. 成年後見制度の課題と批判的検討 

11. 日常生活自立支援事業の現状と課題 

12. 地域における権利擁護システム 

13. 本人の立場に立つ権利擁護の視点 

14. 事例を通じて考える権利擁護の実際 

15. 社会福祉における権利保障の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については，参考文献等を含め，各々授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/出席兼リアクションペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験受験のための指定科目に該当する。 

そのため，以下の追加授業日があるので，注意すること。 

追加授業日：７月７日（土）３時限 

 

注意事項（Notice） 
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 - 160 - 

■IB303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB303／現代社会と福祉２ 

(Modern Society and Welfare 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会福祉の理論と政策 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

システムとしての社会福祉の根幹となる福祉政策について、その政策理念、理論の歩みと代表的な理論の概要、政策課題につ

いて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、社会福祉のシステムを動かす福祉政策や福祉国家のあり方に関する講義である。講義では福祉政策とは何か、福

祉政策とは何によって規定されるかを考察し、わが国と海外の代表的な福祉政策理論を検討しながら、これからの福祉政策の課

題と動向について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福祉政策の定義と福祉政策研究の動向と課題 

2. 福祉政策の主体とその変遷・推移 

3. 福祉政策における公私関係 

4. 福祉ニーズと福祉計画 

5. 行政評価と福祉における効率と効果 

6. 第 2 次大戦前のわが国の福祉政策（慈善事業・社会事業と政策） 

7. 戦後福祉改革と福祉政策 

8. 高度経済成長期の福祉政策 

9. 少子高齢社会と福祉政策／低成長期の福祉改革と福祉政策 

10. 黎明期の福祉政策理論（大河内・考橋・岡村） 

11. 社会事業本質論争と政策論／運動論的社会福祉論 

12. 社会福祉経営論と福祉改革期の政策理論 

13. 福祉国家の興亡と福祉国家論 

14. 厚生経済学と福祉 

15. 講義のまとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学の基礎的理解を持っていることが望ましい。ケインズ経済学の入門書（新書など）に目を通しておくようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席及び授業態度(30%)/リアクションペーパー(10%) 

２／３以上の出席が要件 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しません。毎回の授業時に講義レジュメを配布し、それによって講義をします。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、講義の中で適時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国家試験受験のための科目内容でもあるため、資格取得を希望する学生は必ず受講されたい。（２０１４年度までは試験受験対

策を主としていましたが２０１５年度から１年生向けの福祉入門的内容を主としていますので、１年生も安心して受講してくださ

い。） 

 

注意事項（Notice） 
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■IB310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB310／介護保険論 

(Long Term Care Insurance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
介護保険の課題と展望 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 介護保険制度の概要を理解するとともに、今後の高齢化の進展のなかで高齢者介護・高齢者福祉のあり方について考える力

を育成します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 2000 年に創設された介護保険は、高齢者介護ニーズに対応するために社会保険の仕組として創設されました。今後の未曾有

の高齢化の進展のなかで、介護保険制度の将来と高齢者介護の課題について多角的に学び、理解します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高齢者介護の現状と課題、なぜ介護保険か 

2. 介護保険の制度の全体像 

3. 介護保険サービスの利用 

4. 介護保険サービスの体系 

5. 地域包括ケアシステム 

6. 医療と介護の連携 

7. 介護保険制度と権利擁護 

8. 家族介護者の実態と家族介護者支援 

9. 各自治体の介護保険制度の運営実態 

10. 介護保険施行 15 年の変遷 

11. 介護保険制度と他の制度との関係(老人福祉、生活保護) 

12. 介護保険制度と他の制度との関係(障害者福祉) 

13. 諸外国における介護保障制度の動向 

14. 介護保険制度の課題と改革の方向性 

15. まとめ、試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 介護保険に関する文献、雑誌、新聞記事などを出来るだけ読むようにしてください。 

講義の中間段階で、各自治体の介護保険制度の運営実態や、介護保険指定事業所の事業内容について調べレポートを作成し

発表していただきます。ただし、教育実習・福祉実習と重なった場合は、発表・提出期限を配慮いたします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間発表・レポート、リアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しないが、資料をブラックボードにアップするので、授業時には印刷し持参のこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭編、2016、『増補改訂基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 (ISBN:978-4-88037-649-3) 

2. 芝田英昭編著、2015、『介護保険白書－施行１５年の軌跡』、本の泉社 (ISBN:978-4-7807-1203-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

厚生労働省 

社会保障審議会医療保険部会 

社会保障審議会介護保険部会 

社会保障審議会障害者部会 

社会保障審議会生活保護基準部会 
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注意事項（Notice） 
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■IB316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB316／福祉マネジメント論 

(Theory of Welfare Management) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉サービスの提供に関わる福祉施設・機関・事業者等の多様な組織の基本構造と組織が持つ役割，機能について理解を

深める。これらの組織が，他の目的の下に組織された諸団体とどのように異なるのか等の比較を通じ，実例に基づいて今日的な

課題を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会福祉サービスの質の向上が求められる時代に，改めて組織の「経営」やマネジメント機能に注目が集まっている。本講義で

は，福祉サービス提供組織のあり方と今日的役割について，基本的な理論を学びつつ，事例やゲストスピーカーによる話題提供

を織り込み，福祉サービスの固有性を考え併せながら，理論と実践両面から学習を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉サービス提供組織の実情 

2. 社会福祉法人の成り立ちと課題 

3. 特定非営利活動法人の概要と課題 

4. 組織と経営に関する基礎知識 

5. 組織におけるマネジメントの課題 

6. 当事者によるサービス提供の現状と課題 

7. サービス提供組織と人材育成（１） 

8. サービス提供組織と人材育成（２） 

9. サービス提供組織の実際 

10. コンプライアンスとガバナンス 

11. サービス提供組織における財源問題 

12. サービスの質の向上と評価 

13. サービス提供組織と情報管理 

14. 地域に開かれた組織としての課題 

15. 今後の福祉サービス提供組織に期待される役割 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については，参考文献等を含め，授業時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席兼リアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

各回の授業において，適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，社会福祉士の国家試験受験のための指定科目に該当する。 

そのため追加授業日があるので，注意すること。 

追加授業日：１０月２７日（土）３時限 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 164 - 

■IB320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB320／福祉情報論 

(Information Technology and Human Services) 

担当者名 

（Instructor） 
川森 茂樹(KAWAMORI SHIGEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉において、意識的・意図的に「情報」を取り扱うことの重要性を理解し、多職種連携・協働において必須の論理的思考・ク

リティカル思考、多様な主体間での合意形成において必須のゼロベース思考法、問題・課題の設定と解決・達成の方法論につい

て学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

医療・介護総合確保法（改正医療法・改正介護保険法）の施行に伴い、病床機能の分化・強化と地域包括ケアシステムの構築が

進められている。また、厚生労働省の「新たな福祉サービスのシステム等の在り方検討プロジェクトチーム」にて示された「全世

代・全対象型地域包括支援」の考え方に基づき、病院・施設完結型から地域完結型の医療・介護、対象横断型の福祉へと移行す

るにあたり、多職種連携・協働の推進が必要となっている。 

福祉・介護の専門職として、利用者（患者）のプライバシーにかかる「情報を収集・分析」し、医療・介護・生活支援などの必要な支

援・サービスにつなぎ、利用者（患者）の問題解決・課題解決を支援するといった「情報の利活用」に取り組んでいくことが求めら

れる。本授業においては、「情報」をキーワードとして、これらの実践を捉えなおし、多職種連携・協働に必要な考え方と技法を学

ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福祉情報論とは① 

2. 福祉情報論とは② 

3. 情報化と ICT化① 

4. 情報化と ICT化② 記録 

5. 個人情報とプライバシー① 

6. 個人情報とプライバシー② 

7. 問題解決アプローチ① 

8. 問題解決アプローチ② 

9. 問題解決アプローチ③ / 思考法 ①論理的思考 

10. 思考法 ②論理的思考 

11. 思考法 ③クリティカル思考 

12. 思考法 ④ゼロベース思考 

13. 全体の振り返り ①前半 

14. 全体の振り返り ②後半 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実践（日常生活）を「情報」の視点から捉えなおし、それらが情報の収集・分析や情報の利活用の繰り返しであるとの気づきを得

る、支援は「利用者の問題解決・課題達成を支援すること」であるとの理解のもと、新たな視点からの気づきをどのように役立て

ればよいかと考えるなど、授業の内容を様々な場面において実践すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/期間レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

日本福祉介護情報学会編『福祉・介護の情報学』（オーム社 2009 年 2,730 円） 

 

参考文献（Readings） 

日本地域福祉学会編『地域福祉事典』（中央法規出版 2006 年 7,350 円） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業後半の問題解決の考え方（POS）や思考法およびフレームワークは、一般企業や行政を含め、どのような場面でも通用する

普遍的なものです。例えば、「自らが達成したい目標」をどのように定め、その目標に近づくためにどのようにすればよいのか、そ

の取り組みを他者にわかりやすく説明し、受け入れてもらうためにどうすればよいのか等です。 
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注意事項（Notice） 
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■IB325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB325／福祉産業論 

(Study of the Welfare Industry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

我が国における福祉産業（シルバーサービス）の現状と課題及び将来展望～介護分野

を中心として社会保障制度における市場機能の活用について、その効果と課題を検証

する～ 

担当者名 

（Instructor） 
久留 善武(KUDOME YOSHITAKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我が国の社会保障制度における福祉産業（シルバーサービス）の位置づけ、振興の歴史的経緯、現状と課題、今後の展望等に

ついて理解し、福祉産業における市場拡大と経営状況、雇用創出効果を検証するとともに、介護ロボット等の産業技術の導入、

サービスの生産性向上、さらには海外市場への展開等についても多角的に学習する。また、福祉産業の健全育成・質の向上の

ための、これまでの行政施策・民間の取り組みについても学習することで、次世代を担う若者の育成に寄与する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第１部では、我が国におけるシルバーサービスの振興の取り組みと、その背景について学習する。第２部では、介護保険制度施

行以降のシルバーサービスの発展状況について、厚生労働省等の各種データを検証しながら現状と課題について学習する。第

３部では、異業種からの参入、介護ロボット等の先端技術の導入、地域包括ケアシステムの将来設計を学習する。さらには、今

や我が国の国民総生産（GDP）の７０％以上を占めるサービス産業の中でも、成長分野として期待の大きい医療・介護サービス

分野において、その生産性の向上や海外市場への展開を含めシルバーサービスの将来展望について学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 我が国における社会保障の基本的な考え方と発展経緯 

2. シルバーサービス振興の歴史と施策の動向  

3. 我が国の経済・財政の変化と社会保障制度改革  

4. 介護保険市場の動向と経営（１）在宅系サービス  

5. 介護保険市場の動向と経営（２）施設・居住系サービス 

6. 介護保険制度の見直しの経過と医療介護連携の方向性 

7. 地域包括ケアシステムの構築と「地方分権」 

8. サービスの可視化と質の確保のための施策と（消費者保護を中心に） 

9. 我が国における福祉用具市場の成長と発展可能性 

10. 高齢者施策における「居住環境」の重要性と方向性 

11. 介護人材確保と処遇改善及びスキルアップに向けた方策 

12. 介護分野における先端技術の活用（介護ロボット等）とサービスの生産性向上 

13. 諸外国における高齢社会対応と福祉産業の国際展開（アジアを中心に） 

14. 学習のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

○我が国の社会保障制度の概要について理解しておくこと 

○介護保険制度の下でのサービス種別について理解しておくこと 

○授業中に次回授業までの予習課題を指示する場合がある 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および授業態度(20%)/口頭試問(10%) 

出席の評価は出席票の提出に基づく 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮島俊彦、2013、『地域包括ケアの展望』、社会保険研究所 (ISBN978-4-7894-7610-2 C3036 1600E) 

2. 辻哲夫、2008、『日本の医療制度改革がめざすもの』、時事通信社 (ISBN:ISBN978-4-7887-0860-0) 

3. 猪飼周平、2012、『病院の世紀の理論』、有斐閣 (ISBN:ISBN-978-4-641-17359-0) 

4. 中辻直行、2013、『いま、福祉の原点を問う』、筒井書房 (ISBN:ISBN978-4-86479-028-4) 
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5. 樋口恵子、2012、『大介護時代を生きる』、中央法規出版 (ISBN:ISBN978-4-8058-3751-1) 

6. 筒井孝子、2014、『地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦略』、中央法規出版 (ISBN:ISBN978-4-8058-3984-3) 

7. 香取照幸、2017、『教養としての社会保障』、東洋経済 (ISBN:ISBN978-4-492-70144-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内閣府「高齢社会白書」   

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html 

厚生労働省「介護保険制度の概要」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/201602kaigohokenntoha_2.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■IB330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB330／ケアマネジメント論 

(Theory of Care Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ケアマネジメントの理解と展開 

担当者名 

（Instructor） 
鷲見 よしみ(SUMI YOSHIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ケアマネジメントの基本理念や目的を理解し、利用者の力を引き出し自立支援を行うケアマネジメントについて必要な基本的・専

門的な知識と技術を修得する。また、実践方法について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケアマネジメントの基本理念・目的を踏まえ、インテークから終結までのケアマネジメントの過程と具体的手法について理解する。 

高齢者を中心にケアマネジメントの事例を通してケアマネジメント実践方法と課題について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ケアマネジメントの背景と意義 

2. 介護保険制度とケアマネジメント 

3. ケアマネジメントの目的とプロセス 

4. アセスメント及びニーズの把握の方法とケアプランの目標設定 

5. ケアプラン作成とサービス調整 

6. 多職種協働とチームマネジメント 

7. ケアマネジメントにおけるモニタリング・評価 、終結 

8. ケアマネジメントの価値と倫理 

9. 利用者理解とコミュニケーション 

10. 施設・居住系サービス（グループホーム等）のケアマネジメント 

11. 多様なケアマネジメントの展開ーケアプラン演習ー 

12. 多様なケアマネジメントの展開ーケアプラン演習ー 

13. 多様なケアマネジメントの展開ーケアプラン演習ー 

14. ケアマネジメントの課題・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケアマネジメントプロセスと手法が段階的に学べるようなプリントと資料を配布するので必ず読んでわからないことは授業時に質

問することまた配布物はきちんとファイリングしてケアプラン作成演習の取り組み時に活用できるようにしておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/ケアプラン作成演習(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 野中猛、2006、『図説 ケアマネジメント』、中央法規 (ISBN:ISBN4-8058-1618-X) 

2. 渡部律子、2014、『「人間行動理解」で磨くケアマネジメント実践力』、中央法規 (ISBN:ISBN978-4-8058-3556-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB335／司法福祉論 

(Judicial Social Services) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
更生保護とそれを巡る諸制度 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

犯罪者の更生と社会復帰に関する更生保護制度の概要を理解し、「安全で公正な社会」をいかに築いていけば良いか考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

更生保護制度とそれを巡る司法福祉の諸制度、さらにその背後にある日本における「正義」・「安全・安心」観について説明し、犯

罪を巡る犯罪者の責任、社会の責任について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 犯罪、犯罪者とは何か 

2. 日本の犯罪状況 

3. 刑事司法手続きの概要 

4. 少年保護手続きの概要 

5. 犯罪者・非行少年の社会内処遇（＝更生保護）の理念と方法 

6. 更生保護の機関とアクター 

7. 仮釈放制度の概要 

8. 保護観察制度の概要 

9. 保護観察における指導監督 

10. 保護観察等における更生支援 

11. 高齢・障害のある保護観察対象者に対する特別調整 

12. 多機関・団体連繋（地域におけるパートナーシップ） 

13. 海外の制度との比較における日本の犯罪者処遇制度の特徴 

14. 心神喪失者等医療観察制度の概要 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特にないが、日本や世界でどのような犯罪が発生しているか、それに対し国や社会はどう対応し、どんな課題を抱えているか、マ

スコミ報道に注目していてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/リアクションペーパー(10%) 

履修学生に時折リアクションペーパーを書いてもらい、成績評価と授業運営の参考とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本勝（編）、2015、『新更生保護入門』、成文堂 (ISBN:ISBN9784792319427) 

 

参考文献（Readings） 

1. 今福章二、小長井賀與、2016、『保護観察とは何か』、法律文化社 (ISBN9784589037459C3032) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB340／リハビリテーション論 

(Rehabilitation) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 幸子(OHASHI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3150 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
スポーツウエルネス学科用科目コード ID375 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療の進歩，社会・経済の変化，人々の価値観の変化に伴い，リハビリテーション概念は変化してきた．リハビリテーションは単

に身体障害者の社会復帰を支援するにとどまらず，発達障害児（者），精神障害者，認知症高齢者の生活も支えることが求めら

れている．現代社会が求めるリハビリテーションについて理念や実際を理解する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

リハビリテーションの入門として，リハビリテーションの概念，歴史，プロセス等について概観する．講義の中心は具体的な各種疾

患や障害に対する医学的リハビリテーションの実際である． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リハビリテーションの理念，歴史，分類  

2. リハビリテーションにかかわるスタッフとリハビリテーションプロセス  

3. 脳卒中へのリハビリテーション１ 

4. 脳卒中へのリハビリテーション２ 

5. 脊髄損傷へのリハビリテーション 

6. パーキンソニズムへのリハビリテーション 

7. 切断のリハビリテーション 

8. 摂食・嚥下のリハビリテーション 

9. 老化とリハビリテーション 

10. 高齢障害者・認知症高齢者へのリハビリテーション 

11. 精神障害者へのリハビリテーション 

12. 統合失調症へのリハビリテーション 

13. 発達障害のリハビリテーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

3 分の２以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内孝仁、2010、『新版リハビリテーション概論』、建帛社 (ISBN:978-4-7679-2204-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

授業内で使用した資料は、授業実施後 2 週間の期限で Blackboard に掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB345／老年臨床心理学 

(Clinical Psychology of Elderly) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者の心理的理解を深め，社会福祉援助に活かす 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 佳津雄(NAITOU KATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3150 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達の最終段階である老年期について心理的側面から理解し，高齢者に対する援助場面における心理的理解・コミュニケーショ

ン法等について習得する。その知識を基本として，最終的に認知症高齢者への心理的支援について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業はパワーポイントを使用し，講義を中心として行う。授業内容は（１）生理的な老化と心理，（２）社会における老化と心理，

（３）認知症の理解と心理的支援の３つの領域について取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，心理学的理解の基本 

2. 加齢による身体機能・感覚機能の変化と心理 

3. 老年期の認知機能 

4. 老年期の知的機能と加齢研究の方法 

5. 老年期の性格と心理的適応 

6. 高齢者を取り巻く社会的環境 

7. 高齢者に対する社会的認知 

8. 高齢者に対する新たな社会的リスク：特殊詐欺被害の心理的理解 

9. 高齢者の QOL（生活の質） 

10. 認知症の理解 

11. 認知症高齢者の心理的理解と支援 

12. 認知症の人を取り巻く周囲の人への心理的理解と支援 

13. 認知症ケアの心理学的理解 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回のための授業資料と予習問題を配布するので，予習問題について調べて解答した上で授業に出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/授業内小レポート（3 回）(15%) 

筆記試験は選択式で知識を問う設問。小レポートは授業時間内に 3 回実施する（実施日はガイダンスで発表） 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回，資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内小レポートは 2 回以上の提出が必須 

 

注意事項（Notice） 
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■IB355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB355／福祉学特論 

(Special Studies on Welfare Services) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
障害と開発 

担当者名 

（Instructor） 
福田 暁子(FUKUDA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際社会開発における障害分野での動き、障害者の権利の実現への取り組みについて理解を深める。障害者権利条約の視点

を踏まえて、福祉の枠組みにとらわれない様々な支援者や当事者の役割やアプローチについて考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

開発とはなにか、障害（障害者）とはなにか、なぜ障害問題に取り組むのか、どのようなアプローチがあるのか、誰のための開発

なのか、どんな課題が開発を阻むのか、途上国を中心に実際の現状と課題に触れ、グループディスカッション等を通して解決策

や改善策などを検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 障害とは何か 

3. 世界の中の障害者 

4. 障害者権利条約の意義と内容 

5. アクセシビリティ（バリアフリーとユニバーサルデザイン） 

6. 障害者の貧困と貧困削減 

7. 自立生活運動 

8. スティグマ、偏見、差別 

9. DBID(CBR) 

10. 障害者の中のマイノリティ 

11. 様々な行為者の役割（国際機関、NGO、その他） 

12. 途上国でのソーシャルワーク実践事例 

13. 途上国でのソーシャルワーク実践事例 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、授業時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(50%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB363／医療ソーシャルワーク実践論 

(Medical Social Work Practice Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療分野におけるソーシャルワークについて理解を深める。医療の特徴、疾病による生活に対する影響等を踏まえ、実際にどの

ようなソーシャルワーク援助を行うのか、事例を基に考えていく。実際にアセスメントやプランを立案出来るようになることを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

医療ソーシャルワークについて専門的に学ぶ。国民医療費が増大を起因とする医療制度の変遷、特に病院機能の分化や複雑な

診療報酬制度を理解する。そこで行われているソーシャルワークについて、特に疾病が生活に及ぼす影響を考慮しながらアセス

メントとプランを立てることが出来るようになることを目指し、事例を多く用いて実践的な学びを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の社会保障制度と医療制度 １ 

2. 日本の社会保障制度と医療制度 ２ 診療報酬制度など 

3. 医療分野におけるソーシャルワークの特徴 

4. 医療と生活 

5. 病院機能の分化とソーシャルワーク 

6. 疾病とソーシャルワーク 

7. 事例検討１心理社会的問題とは 

8. 事例検討２アセスメントのための情報収集 

9. 事例検討３必要な情報とその分類 

10. 事例検討４アセスメントとプラン 

11. 事例検討５well-bing を考慮したアセスメント 

12. 事例検討６理論を用いた援助計画 

13. 事例検討７理論を用いた援助計画 

14. 医療分野にソーシャルワークがいる意味 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配付資料等について読み込んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/リアクションペーパーや出席状況(10%) 

出席が 2／3 以上の人を評価対象とします。毎回リアクションペーパーを書いてもらいますが、それも評価の対象とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB371／精神保健学１ 

(Mental Health 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 登久恵(SATO TOKUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メンタルヘルスを概観する授業。人に関わる仕事とする為の基礎を学ぶ目的。 

 

授業の内容（Course Contents） 

もし自分だったら？という視点を大切にし、心身について具体的に学ぶ事を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. WHOの活動を知り、世界と日本のデータを比較する。現状を知り今後の課題を考える。 

2. ライフサイクル論と各年代の課題を知る。 

3. ストレス反応と心身の仕組みについて学ぶ。 

4. 心の習慣について学び、変化や成長の可能性を探る。 

5. メンタル疾患の紹介と一般的な査定や治療の概観。 

6. うつ病、適応障害、心身症の詳しい理解。事例から学ぶ。 

7. 高次機能障害、認知症の査定と事例紹介。 

8. 労働の中で、健康と安全を守る仕組みを知る。 

9. 産業場面のメンタルヘルス対策。具体的な取り組みの紹介。 

10. 対人関係の基礎としての愛着理論とストレス耐性について。 

11. 良き臨床の基礎となる共感性について。 

12. ダイバーシティ、マイノリティへの視点を学ぶ。 

13. 臨床における専門職間の連携について。 

14. 人に関わる仕事をする人自身の為の心理学。 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/途中でレポート課題を出します。(30%) 

国家資格指定科目の規則に準じ，指定回数以上の欠席はＤ評価（単位取得不可）となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本精神保健福祉士養成校協会、2018、『精神保健の課題と支援』、中央法規 

2. 篠崎英夫、2017、『精神保健学序説』、へるす出版 

3. 田中堅二郎、2017、『産業・組織心理学エッセンシャルズ』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB372／精神保健学２ 

(Mental Health 2) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 将史(UEDA MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神疾患の治療・リハビリテーション・予防とともに，心の健康をいかに保持・増進していくか，またそれに寄与する様々な活動・

機関・施策について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心の健康・病理を考えるためには，個人の特性・ヒトやモノとの相互作用・社会のありよう(制度・偏見)・時間の経過に伴う変化

等，多角的に事象を捉える必要がある。ゲストスピーカーの話題も交えながら，専門職の支援，ストレスコーピング，多職種・多機

関による協働についても適宜とりあげていきたい。 

※ゲストとの日程調整により，内容が前後する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健の予防の概念と諸活動 

2. 統合失調症、パーソナリティ障害、発達障害の話 

3. 家族の課題とアプローチ 

4. 家族の課題とアプローチ２ 

5. 学校教育の課題とアプローチ 

6. 精神保健に寄与する資源の開発と人材育成 

7. 現代社会の抱える課題とアプローチ（依存症） 

8. 現代社会の抱える課題とアプローチ（自殺） 

9. 現代社会の抱える課題とアプローチ（災害） 

10. 地域精神保健に係わる支援機関の役割（生活支援） 

11. 地域精神保健に係わる支援機関の役割（就労支援） 

12. バーンアウトの予防 

13. 精神の健康を保つための自己表現 

14. 精神保健活動の３つの対象と、ストレングスモデルの考え方と運用法 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に別途提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー・出席(40%) 

評価の配分は講義への取り組み(40％)，最終試験(60％)とする。国家資格指定科目の規則に準じ，指定回数以上の欠席はＤ評

価（単位取得不可）とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本精神保健福祉士養成校協会、2018、『新・精神保健福祉士養成講座〈2〉精神保健の課題と支援 (第３版) 』、中央法規 

(ISBN:978-4805855959) 

適宜講義内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB375／精神保健福祉援助技術各論２ 

(Practice of Psychiatric Social Work 2) 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 隆志(OKADA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神保健福祉の歴史と、相談援助に関する理論を学ぶ。さらに、地域で実践されている相談援助の展開方法を具体的に理解す

る 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神保健福祉に関する援助技術のうち、特に地域で実践されている精神障害者等への相談援助活動や住民への各種事業・施

策に関するテーマを中心とする。授業方法は一方的な講義形式ではなく、多様な実践事例や演習を活用して意見を出し合うなど

双方向的なやり方で行う。なお、本授業は精神保健福祉士国家試験受験のための必須科目である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健医療福祉に関する歴史～日本の歴史と動向を中心に～ 

2. 精神保健医療福祉に携わる専門職種～精神保健福祉士の専門性～ 

3. 精神障害者への支援の理念と現状 

4. 精神保健医療福祉の法制度～精神保健福祉法について～ 

5. 精神障害者に関連する様々な法制度 

6. 精神障害者の人権と権利擁護 

7. 地域の相談援助の実施主体と対象 

8. 精神障害者ケアマネジメントの意義と方法 

9. 相談援助活動の具体的な展開過程～多機関による協働支援～ 

10. 事例検討会の機能と方法 

11. 地域をアセスメントする方法 

12. 地域のネットワークを形成する精神保健福祉活動の展開 

13. 生活の質を高める多様な社会資源づくり～自助グループやボランティア活動など～ 

14. 住民のメンタルヘルス向上を目指す事業・プログラムの企画運営 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に「精神障害者」、「ソーシャルワーク」、「相談援助活動」について、自分なりのイメージをもって参加してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(30%)/授業の参加態度(10%) 

国家試験指定科目の規則に従い、指定回数以上の欠席は D評価（単位取得不可）とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。授業の進行に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

『精神保健福祉の理論と相談援助の展開』（中央法規） 

その他、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB380／精神科リハビリテーション学１ 

(Rehabilitation for Psychopathic Case 1) 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 和子(OKAMOTO KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神保健福祉の理論と相談援助の展開について、精神保健福祉士が携わる医療機関や地域福祉等の具体的な相談援助活動

を学び、自らの姿勢を問う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神保健・福祉・医療分野における精神科リハビリテーションや相談援助活動を、理論・視聴覚資料・体験学習を通して紹介す

る。又精神科疾患や障害を抱えることについて、人として捉え理解し、自らの姿勢を振り返る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 精神科疾患、精神障害、精神保健福祉医療の全体像を掴む 

3. 精神科疾患、精神障害、精神保健福祉医療の全体像を掴む 

4. 精神疾患と精神障害（統合失調症）、幻聴体験 

5. 精神障害者家族、家族心理教育 

6. 精神障害者の処遇の歴史 

7. 認知行動療法(CBT)とは 

8. 認知行動療法(CBT)とは 

9. 集団認知行動療法体験 

10. 社会生活技能訓練（ＳＳＴ）とは 

11. ＳＳＴ体験 

12. 元気回復行動プラン（ＷＲＡＰ）とは 

13. ＷＲＡＰ体験 

14. 当事者活動、当事者研究 

15. まとめ・試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

きちんと見、知り、考える、対人的姿勢を身に付けようと努力してほしい。授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーの内容兼出席(50%) 

国家資格指定科目としての規則に従い，指定回数以上の欠席はＤ評価（単位取得不可）とする 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリント配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として、体験学習に参加する事。 

ＷＲＡＰ体験について当事者を呼ぶ予定のため、講義の順序が変わる場合がる。 

なお，本科目は精神保健福祉士国家試験受験のための必須科目である。しかし精神保健福祉士の資格取得を考えてない方で

も、精神疾患や精神障害に関心があれば、歓迎する。  

 

注意事項（Notice） 
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■IB385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB385／精神科リハビリテーション学２ 

(Rehabilitation for Psychopathic Case 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

リカバリー志向の精神科リハビリテーション 

ー社会でともに生きる方法 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 あおい(SUZUKI AOI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①精神保健福祉士や社会福祉士を目指す立場から、精神障害をもつ人への支援を「リカバリー」という考え方で行うことの意義を

理解し、保健・福祉・教育・労働などの幅広い分野での実践に役立つ基本的知識や視点を身につけることができる。 

②精神障害をもつ人のリハビリテーションにおける精神保健福祉士の視点、根拠となる理論、多様な支援の方法を理解し、福祉

コミュニティの形成に参加・協働できる実践的な知識を身につける。 

上記の目標は、「専門的対人援助職であるソ−シャルワーカー（精神保健福祉士や社会福祉士）に必要な援助の方法・技術の理

解」に対応した知識・技術を総合的に習得することに関連している。 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神科リハビリテーションとは、精神障害をもつ人やその家族が人生に希望をもって生きることへの支援です。授業ではリカバリ

ー志向で行う支援の実際の事例、根拠となる理論や考え方を紹介します。「皆さんはどう考えるか」を発言してもらうことも重視し

ます。時には体験的なワークを取り入れて、精神障害をもつことや支援のあり方について理解を深めます。精神障害をもつ人とも

たない人がともに生きる福祉コミュニティをつくっていくための課題についても講義します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神の病から立ち直るということ 

ーリカバリーという考え方について・そもそも「健康」とは何なんだろう 

2. リカバリーという考え方が必要になるのはなぜか 

差別と偏見に対する対抗（正しい知識と理解）、希望とエンパワメント、長期入院 

3. リカバリーに根ざした支援の実際 

アウトリーチ型支援にみるリカバリーという考え方（ ACT,訪問による多様な支援） 

4. リカバリーを実現する方法① 

エビデンスにもとづく介入（ IMR ) 症状の理解、ストレス対処、動機付け、 SST 

5. リカバリーを実現する方法② 

再発防止計画とソーシャルサポート 

6. 認知ーものの捉え方 

認知の歪みと修正 体験ワーク 

7. 認知行動療法① 

問題解決技能訓練をやってみよう 

8. 認知行動療法② 

行動のレパートリーを増やす SSTにおけるロールプレイ（実践編） 

9. 社会でともに生きる方法①家族への支援の実際 

家族心理教育、家族会活動、兄弟姉妹、こどもへの支援活動 

10. 社会でともに生きる方法②当事者活動の支援の実際 

ピアサポーター、ピアスタッフ、当事者研究、自助活動 

11. 社会でともに生きる方法③就労支援と雇用支援 

働くことへの支援と考え方（ IPS と職業リハビリテーション ) 

精神障害者雇用義務化時代にあって 

12. 社会でともに生きる方法④地域における支援のあり方 

福祉、医療、行政、住民との連携 

13. 社会でともに生きる方法⑤新たな潮流 

オープンダイアログ フィンランドにおける実践 対話と社会的ネットワーク 

14. これまでの学びをふりかえる 

15. 試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）授業時間外でも精神障害当事者、家族、支援に関するニュースや報道、ウェブに注目し、「共生社会のあり方」という視点から
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考えてほしい。 

２）授業後のリアクションペーパーでは授業で学んだことについて感じたこと、考えたことをふりかえってまとめて率直に報告してく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業態度(50%) 

指定回数以上の欠席は単位不可とします 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回の授業で資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. マーク・レーガン著 前田ケイ監訳、2005、『ビレッジから学ぶ リカバリーへの道』、金剛出版 (ISBN:4-7724-0870-3) 

2. 大島巌 加藤大慈 監修、2015、『MR ブックレット 1  IMR 入門１』、NPO法人地域精神保健機構コンボ (ISBN:978-4-

904378-24-3) 

3. 日本精神保健福祉士養成校協会、2014、『精神保健福祉士養成講座「精神保健福祉の理論と展開Ⅰ・Ⅱ」第２版』、中央法規 

本科目は精神保健福祉士の資格取得のための専門科目ですが、資格取得を考えていない方でも、精神障害をもつ方や家族へ

の支援、精神障害をもつ人ともたない人がともに生きる福祉社会の形成に関心のある方であれば履修を歓迎します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は、各回のテーマに沿った配布資料をもとにした講義形式をとるが、学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講

態度が期待される。 

理解を深めるために体験的なワークも取り入れる予定である。 

毎回、授業終了時にはリアクションペーパーを提出してもらい、次回授業時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB391／福祉社会論 

(Welfare Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 さやか(NITTA SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学部・他学科用科目コード IC335 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の状況を概観したうえで、潜在する福祉課題に気づき、人権思想に根ざした多様な生き方を認める福祉社会のあり様に

ついて考えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに、現代社会の様々な生活課題とそれらの課題に対する社会福祉について概観し、福祉と社会の関係を捉える視点として

福祉社会学の立場について論じる。つぎに、福祉国家の成立および展開過程を示し、資本主義という社会構造において生じる社

会的排除の問題と社会の周縁におかれる人々を包摂し多様な生き方を認める福祉社会の可能性について福祉に関連するテー

マを用いながら講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代社会の多様な生活課題と社会福祉 

3. 福祉と社会の関係をとらえる―福祉社会学― 

4. 資本主義と福祉国家 

5. 日本にみる福祉国家 

6. 福祉国家と福祉社会 

7. 福祉と人権① 

8. 福祉と人権② 

9. 社会的排除、社会的バルネラビリティ 

10. 福祉社会と女性 

11. 福祉社会とエスニシティ 

12. 福祉社会とボランティア 

13. 福祉社会と当事者運動 

14. 福祉社会における地域福祉 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席を兼ねたリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 三本松政之・坂田周一編、2016、『はじめて学ぶ人のための福祉』、誠信書房 (ISBN:9784414601572) 

2. 木原活信、2014、『社会福祉と人権』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623071081) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB392／家族援助論 

(Helping Approach for Family) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
すべての人が幸せに暮らせる社会をめざして 

担当者名 

（Instructor） 
北見 由奈(KITAMI YUINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学部・他学科用科目コード IC361 

 

授業の目標（Course Objectives） 

家族・家庭の多様性を理解し，支援に必要な基礎的な知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

家族・家庭のかたちは一定ではなく，時代の流れとともに変化する。価値観が多様化する現代社会において，家族・家庭とは何

か，すべての人が幸せに暮らせる社会とは何かを考える。 

本講義では，ダイバーシティ，インクルーシブをキーワードに現代の家族・家庭に必要とされる支援について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：家族・家庭とは何か 

2. 現代の家族・家庭が抱える問題①：家族計画とは 

3. 現代の家族・家庭が抱える問題②：日本と諸外国における子育て支援政策 

4. 家族・家庭支援の必要性①：「個人」としての私，「親」としての私 

5. 家族・家庭支援の必要性②：育児不安・育児ストレスと虐待 

6. 支援を必要とする家族・子どもとは①：ひとり親，子連れ再婚の家族（家庭） 

7. 支援を必要とする家族・子どもとは②：障がいを抱える子ども・保護者がいる家族（家庭） 

8. 支援を必要とする家族・子どもとは③：虐待・DVに悩む家族（家庭） 

9. 家族・家庭支援の実際①：家族支援政策のしくみ 

10. 家族・家庭支援の実際②：地域における支援 

11. 家族・家庭支援の実際③：親と離れて生活する子どもの支援 

12. 福祉のアプローチ：家族・家庭支援のソーシャルワーク 

13. 心理のアプローチ：家族療法における家族・家庭の見方・問題の捉え方 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1）文献・新聞・ニュース等から現代の家族・家庭支援に関する課題について情報収集を行なうこと。 

2）授業の内容や補足説明，感想などを記録するノートを作成すること。また，講義の後は参考書・ノートを読み返し，復習を行なう

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

・本講義では，特にテキストは指定しない｡ 

・必要に応じてプリントを配布する｡ 

・パワーポイントで講義を進めるため，講義で大切な部分については各自メモをとること｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 草野いづみ、2013、『みんなで考える家族・家庭支援論』、同文書院 (ISBN:9784810314151) 

2. 橋本真紀・山縣文治、2011、『よくわかる家庭支援論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623059850) 

3. 吉田眞理、2016、『児童の福祉を支える家庭支援論（第 2 版）』、萌文書林 (ISBN:9784893472243) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）本講義では，毎回リアクションペーパーの提出を求める｡ 

2）講義中に携帯電話・スマートフォンを使用すること (メール等も含む) を禁止する｡ 

3）私語等，他の履修者への迷惑と思われる行為を行なう者には退室を命ずることがある｡  
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注意事項（Notice） 
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■IB393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB393／雇用と福祉 

(Work and Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学部・他学科用科目コード IC363 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非正規雇用や長時間労働など、現代日本が抱えている雇用劣化の問題およびそれと連動して進められている福祉に関する問題

の学習を通して、これからの労働のあり方や「経済と福祉」のあり方を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の雇用システムの特徴を理解し、その上で、現在の日本で進行しつつある雇用および労働市場政策の変化の諸相をいくつ

か取りあげて学習し、戦後日本の特徴的な雇用システムが崩壊しつつあることを理解する。同時に，現在の日本で起こりつつあ

ることが先進諸国に共通してみられる動向であり、その意味で先進諸国が 20 世紀後半に築き上げてきた福祉国家の体制の見

直しが迫られていることを理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 「働き方改革」をめぐって 

2. 日本の雇用システムの特徴(1)： 「メンバーシップ型雇用」と「ジョブ型雇用」 

3. 日本の雇用システムの特徴(2)： 労務管理の諸特徴 

4. 増える非正規労働を考える(1)： フレキシビリティ、急増する非正規労働、何が問題か 

5. 増える非正規労働を考える(2)： 非正規労働への対策、同一労働同一賃金 

6. 労働時間の問題： 過労死、長時間労働、裁量労働制など 

7. アクティベーションを考える(1)：アクティベーションとは何か、フレキシキュリティ 

8. アクティベーションを考える(2)：日本における「自立支援策」、メイキング・ワーク・ペイ 

9. アクティベーションを考える(3)：「第二のセーフティネット」論 

10. 障害者の就労を考える(1)：障害者の就労問題，一般就労 

11. 障害者の就労を考える(2)：福祉的就労の諸問題 

12. 障害者の就労を考える(3)：社会的事業所づくりの例 

13. これからの「雇用と福祉」を考える： 労働の協同組合、社会的・連帯経済 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず，プリントを配布する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 濱口桂一郎、2009、『新しい労働社会』、岩波新書 (ISBN:978-4004311942) 

2. 熊沢誠、1997、『能力主義と企業社会』、岩波新書 (ISBN:978-4004304869) 

3. 奥田友志・稲月正・垣田裕介・堤圭史郎、2014、『生活困窮者への伴走型支援』、明石書店 (ISBN:978-4750340012) 

4. 濱口桂一郎、2013、『福祉と労働・雇用』、ミネルヴァ (ISBN:978-4-623-06770-1) 

その他の参考文献については、その都度、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB394 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB394／ボランティア論 

(Volunteerism and Social Work) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボランティアとコミュニティ形成 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学部・他学科用科目コード IC370 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は，災害時のボランティア活動，また，地域社会に根ざした福祉サービスや若者の就労支援に関するボランティア活動の

事例を通してボランティアの可能性と課題について考察することを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，様々なボランティア活動の事例を検討しながら，ボランティア活動の意味やコミュニティ形成にとっての意義，並び

に，ボランティアを活性化するためのボランティア・マネジメントのあり方について検討していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ボランティアとは何か：自発性・無償性・共同性 

2. 災害救援活動とボランティア 

3. 災害救援活動でボランティアがぶつかった課題―ボランティアの光と影 

4. 社会学者によるボランティア学説史 

5. ボランティアとコミュニティ形成①阪神高齢者障害者支援ネットワークの事例から 

6. ボランティアとコミュニティ形成②現場での学びを基盤とした問題解決＜市民的専門性＞ 

7. ボランティアとコミュニティ形成③若者就労支援における居場所としてのコミュニティ 

8. ボランティアとコミュニティ形成④若者就労支援における地域コミュニティ形成 

9. ボランティア・マネジメント①ボランティアの動機付け 

10. ボランティア・マネジメント②ボランティア・コーディネーション 

11. コミュニティ・オーガナイジング 

12. ボランティア・センターとボランティア振興 

13. ボランティアと市民教育 

14. ボランティア活動の可能性と課題（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に参考文献を読み，関連情報を自分なりに調べてくると講義内容をより良く理解することが可能だろう。ボランティア論を勉強

するために役立つ文献リストを最初の授業で配布したい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への参加状況(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

決まったテキストは使用しない。各回レジュメを配布。また，参考文献リストも配布したい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田晃樹・藤井敦史・松井真理子、2010、『NPO再構築への道』、勁草書房 

2. エリス,S.（邦訳）、2001、『なぜボランティアか？―「思い」を生かす NPOの人づくり戦略』、海象社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会的企業研究会の HP 

https://sse.jp.net/ 

アジア太平洋資料センター（PARC）の HP 

http://www.parc-jp.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■IB395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB395／メンタルマネジメント 

(Mental Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
柔軟に健やかに生きる 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学部・他学科用科目コード ID355 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ストレス反応や認知行動理論などの基礎的な知識を理解し、ストレスを生じないあるいはストレスフルな状況に負けない考え方が

実践できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般に、ストレスをどう捉えるかという認知的側面は人によって異なるため、健康やウエルネスレベルとストレスの関係には個人

差が大きい。また、人生観などの価値観を変えることで、客観的には変化しない状況であっても内的には大きな変化が生じうる。

本講義では、メンタルマネジメント技術についての基礎知識を学ぶとともに、ポジティブ心理学を基礎に置いた発想法や、価値観

に影響を与える先人の知恵を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メンタルマネジメントとは（総論） 

2. ストレスの評価 

3. ストレスコーピングⅠ 

4. ストレスコーピングⅡ 

5. プラシーボ・ノーシーボ 

6. ポジティブ心理学への招待Ⅰ 

7. ポジティブ心理学への招待Ⅱ 

8. 様々な心理療法 

9. タイプ A行動様式 

10. フランクルのロゴセラピーⅠ 

11. フランクルのロゴセラピーⅡ 

12. キュブラー･ロスの価値観Ⅰ 

13. キュブラー･ロスの価値観Ⅱ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前や授業後に課題を提示し、その提出や発表を求めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義時に提出するリアクションペーパー(30%)/講義中の発表内容や態度等(20%) 

単位取得には、全講義数の 3 分の 2 以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

事前に用意すべきテキストや参考書は考えていない。必要に応じて資料を配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ 

(Internship) 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI)ほか 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3350 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
外山のほか，藤井，石渡，結城，小長井，山口が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，実習（就労）体験を通じて，社会問題への理解と関心を深めるとともに，将来の進路選択の一助とすることを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前年度から当該年度にかけて，自己の専攻志望分野や将来希望するキャリアに応じて現場実習の配属先を選び，当該年度の

春学期ではゼミ形式による事前学習を通じて，当該実習先に関する基本的な理解を図るとともに，必要となる知識の習得をめざ

す。現場実習は，原則として夏季休業期間に行う。授業の流れは概ね以下の通り。 

【前年度】 

政府系 A（国の行政機関），政府系 B（自治体），NPO系（NPO，協同組合など），復興支援系、福祉系（福祉に関わる団体・企業・

行政機関），企業系（民間企業），国際 NGO系（NGOでの国内勤務など），スポーツ系，海外系の中から希望する配属先（領域）

を１つ選択する。領域によって，選考スケジュールは異なる。 

【当該年度】 

1. ガイダンス 

2. 事前学習（原則として隔週実施） 

 (1)マナーセミナー, (2)配属先に関する基本的理解，(3)配属先に関連する分野の専門的・体系的知識の習得 

3．現場実習（原則として２週間程度） 

4．事後学習（原則として毎週実施） 

 (1)実習の振り返り,（2）報告会, (3)レポート作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ；全体オリエンテーション 

個別ゼミ；ゼミ単位での自己紹介 

2. 個別ゼミ；導入―インターンシップ先で学びたいことを発表 

3. 個別ゼミ；導入―実習先団体について調べて学ぶ＆事前調査 

4. 合同ゼミ；外部講師による自己表現トレーニングセミナー 

5. 個別ゼミ；事前調査についての個別報告 

6. 合同ゼミ；外部講師による実践的マナーセミナー 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 

8. インターンシップ 

9. インターンシップ 

10. インターンシップ 

11. インターンシップ 

12. インターンシップ 

13. インターンシップ 

14. インターンシップ 

15. インターンシップ 

16. インターンシップ 

17. インターンシップ 

18. インターンシップ 

19. インターンシップ 

20. インターンシップ 

21. インターンシップ 

22. 秋学期 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

23. 合同ゼミ；他のゼミのメンバーとの体験の共有 

24. 合同ゼミ；外部講師によるグループディスカッション講座 

25. 合同ゼミ；レポートに関するレクチャー 

個別ゼミ；報告会の準備 
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26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会① 

28. 合同ゼミ；報告会②なお、授業計画は 2017 年度の実績であり，内容が変更になることがある。また，系別に追加で授業を

行う場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場実習の評価(50%)/授業への出席および学習態度(25%)/レポート・報告会(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期 10-11 月に次年度インターンシップのためのガイダンスを実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ 

(Internship) 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI)ほか 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
外山のほか, 藤井, 石渡, 結城, 小長井, 山口，原田（秋学期のみ）が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，実習（就労）体験を通じて，社会問題への理解と関心を深めるとともに，将来の進路選択の一助とすることを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前年度から当該年度にかけて，自己の専攻志望分野や将来希望するキャリアに応じて現場実習の配属先を選び，当該年度の

春学期ではゼミ形式による事前学習を通じて，当該実習先に関する基本的な理解を図るとともに，必要となる知識の習得をめざ

す。現場実習は，原則として夏季休業期間に行う。授業の流れは概ね以下の通り。 

【前年度】 

政府系 A（国の行政機関），政府系 B（自治体），NPO系（NPO，協同組合など），復興支援系、福祉系（福祉に関わる団体・企業・

行政機関），企業系（民間企業），国際 NGO系（NGOでの国内勤務など），スポーツ系，海外系の中から希望する配属先（領域）

を１つ選択する。領域によって，選考スケジュールは異なる。 

【当該年度】 

1. ガイダンス 

2. 事前学習（原則として隔週実施） 

 (1)マナーセミナー, (2)配属先に関する基本的理解，(3)配属先に関連する分野の専門的・体系的知識の習得 

3．現場実習（原則として２週間程度） 

4．事後学習（原則として毎週実施） 

 (1)実習の振り返り,（2）報告会, (3)レポート作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ；全体オリエンテーション 

個別ゼミ；ゼミ単位での自己紹介 

2. 個別ゼミ；導入―インターンシップ先で学びたいことを発表 

3. 個別ゼミ；導入―実習先団体について調べて学ぶ＆事前調査 

4. 合同ゼミ；外部講師による自己表現トレーニングセミナー 

5. 個別ゼミ；事前調査についての個別報告 

6. 合同ゼミ；外部講師による実践的マナーセミナー 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 

8. インターンシップ 

9. インターンシップ 

10. インターンシップ 

11. インターンシップ 

12. インターンシップ 

13. インターンシップ 

14. インターンシップ 

15. インターンシップ 

16. インターンシップ 

17. インターンシップ 

18. インターンシップ 

19. インターンシップ 

20. インターンシップ 

21. インターンシップ 

22. 秋学期 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

23. 合同ゼミ；他のゼミのメンバーとの体験の共有 

24. 合同ゼミ；外部講師によるグループディスカッション講座 

25. 合同ゼミ；レポートに関するレクチャー 

個別ゼミ；報告会の準備 
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26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会① 

28. 合同ゼミ；報告会②なお、授業計画は 2017 年度の実績であり，内容が変更になることがある。また，系別に追加で授業を

行う場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場実習の評価(50%)/授業への出席および学習態度(25%)/レポート・報告会(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期 10-11 月に次年度インターンシップのためのガイダンスを実施する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 190 - 

■IB581 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／実習指導 

(Seminar on Fieldwork) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相談援助実習の意義について理解するとともに，相談援助に関わる知識と技能について具体的実践的に理解し，総合的に対応

できる能力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習カリキュラムでは実習前に援助技術演習１, ２を履修し，実習指導は実習年度に現場実習と併行して履修することとなってい

る。それは援助技術演習１, ２で学んだ知識を現場実習というフィールドワーク，臨床の場で実践に結び付け期待される学習効果

を確かにするねらいを持っている。実習で持った疑問，感じた事柄，利用者理解，フィールドで受けた指導の正確な把握などを各

領域での集合学習，また教員の巡回指導に合わせ実習ノートをベースにして行う個別的な指導を含めて学ぶことになる。授業の

一環として実習現場へ巡回し個別に指導を実施する。帰校日を設定し，指導を行う場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 実習領域に関する基本的理解 

3. 事前訪問に関する留意点と観点 

4. 実習目的に関する論議 

5. 実習方法に関する論議 

6. 実習ノートの書き方 

7. 実習体験の報告と論議 

8. 実習体験の報告と論議 

9. 実習体験の報告と論議 

10. 実習体験の報告と論議 

11. 実習体験の報告と論議 

12. 実習体験の報告と論議 

13. 実習体験の報告と論議 

14. 実習体験の報告と論議 

15. 春学期の到達点と総括 

16. 秋学期の実習目的の作成と論議 

17. 秋学期の実習目的の作成と論議 

18. 実習体験の報告と論議 

19. 実習体験の報告と論議 

20. 実習体験の報告と論議 

21. 実習体験の報告と論議 

22. 実習体験の報告と論議 

23. 実習体験の報告と論議 

24. 実習体験の報告と論議 

25. 実習体験の報告と論議 

26. 実習体験の報告と論議 

27. 実習体験の報告と論議 

28. 実習報告会の準備 

29. 実習報告会の準備 

30. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/学習態度と実習体験の理解(30%)/実習ノートの内容(20%)/現場実習の達成度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

担当の教員が必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

現場実習終了後も授業は継続するので出席には注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB596 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／精神保健福祉援助実習指導１ 

(Practical Training on the Health and Welfare for Mentally Handicapped Person 1) 

担当者名 

（Instructor） 
赤畑 淳(AKAHATA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、以下のことを目標とします。 

①精神保健福祉援助実習の意義について理解する 

②ソーシャルワーク実践に関わる知識と技能について現場実習の体験を軸に具体的に理解する 

③ソーシャルワーク実践に総合的に対応できる能力を習得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、精神保健福祉援助実習（現場実習）で必要とされる知識・技術・価値などについて準備教育を行うとともに，実習中

は個別および集団によるスーパービジョンを行います。実習後には，現場実習で持った感想・考察・疑問や印象的な体験などに

ついて，実習ノートをもとに発表し，他の学生と討議しながら，実習での学びを深めていきます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健福祉援助実習における個別指導の意義  

2. 精神保健福祉援助実習における集団指導の意義  

3. 精神保健医療福祉の現状（ミクロレベル）に関する基本的な理解  

4. 精神保健医療福祉の現状（メゾレベル）に関する基本的な理解  

5. 精神保健医療福祉の現状（マクロレベル）に関する基本的な理解  

6. 精神障害者に関する基本的な理解 

7. 実際に実習を行う施設・機関に関する基本的な理解 

8. 実際に実習を行う地域に関する基本的な理解  

9. 実習先で必要とされる精神保健福祉援助に係る専門的知識に関する理解 

10. 実習先で必要とされる精神保健福祉援助に係る技術に関する理解  

11. 精神保健福祉士の倫理綱領の理解 

12. 精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的責務に関する理解  

13. 精神保健福祉士の業務の理解（１）  

14. 精神保健福祉士の業務の理解（２）  

15. 精神保健福祉士の業務の理解（３）  

16. 実習における個人のプライバシー保護の理解 

17. 実習における守秘義務の理解  

18. 実習ノートへの記録内容に関する理解  

19. 実習ノートへの記録方法に関する理解  

20. 実習目的の確認   

21. 実習目標の設定（１）  

22. 実習目標の設定（２） 

23. 実習計画の作成（１） 

24. 実習計画の作成（２） 

25. 実習スーパービジョン（１） 

26. 実習スーパービジョン（２）  

27. 実習スーパービジョン（３） 

28. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（１）  

29. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（２）  

30. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（３）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実習前に「精神保健福祉援助演習（基礎）」を履修済みであること。 

「精神保健福祉援助実習指導１」は「精神保健福祉援助実習」「精神保健福祉援助実習指導２」と併行して実習年度に履修するこ

と。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 193 - 

出席および授業参加度(60%)/実習前レポート(20%)/実習の事前学習(20%) 

出席を重視し、指定回数以上の欠席は単位不可とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福祉臨床シリーズ編集委員会編、2018、『精神保健福祉援助実習〔第２版〕』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB597 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／精神保健福祉援助実習指導２ 

(Practical Training on the Health and Welfare for Mentally Handicapped Person 2) 

担当者名 

（Instructor） 
赤畑 淳(AKAHATA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、精神保健福祉援助実習での具体的な体験や活動を通して得た学びを振り返り、実践と理論を統合して理解すること

を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は精神保健福祉士国家試験受験のための必須科目です。 

実習後指導として、個別指導・集団指導を通して「精神保健福祉援助実習」による実践現場での体験を振り返ります。更に実習で

得た学びについてまとめ、実習報告書を作成し、実習報告会で発表します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 実習目標と実習計画の再確認 

2. 実習評価(自己評価と実習指導者による評価) 

3. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り(1) 

4. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り(2) 

5. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り(3) 

6. 実習体験に基づく事例検討(1) 

7. 実習体験に基づく事例検討(2) 

8. 実習体験に基づく事例検討(3) 

9. 実習体験に基づく事例検討(4) 

10. 実習を踏まえた課題の整理 

11. 実習総括レポートの作成(1) 

12. 実習総括レポートの作成(2) 

13. 実習報告会の準備 

14. 実習報告会の参加 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・日ごろから新聞を読み、また社会情勢やニュース等に関心を持つようにしましょう。特に精神保健福祉関連記事は目を通し、そ

の経緯や背景を調べる習慣をつけるようにしましょう。 

・「精神保健福祉援助演習(基礎)」」「精神保健福祉援助実習指導１」を履修済みであり、「精神保健福祉援助実習」と併行して実

習年度に履修すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(60%)/実習報告会での発表(20%)/実習報告レポート(20%) 

出席を重視し指定回数以上の欠席は単位不可とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福祉臨床シリーズ編集委員会編、2018、『精神保健福祉援助実習〔第２版〕』、中央法規出版株式会社 

必要に応じて、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／相談援助演習 

(Seminar:Consultation Social Work Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相談援助・ソーシャルワークの知識と技術、価値について、演習により実践的に学ぶ。総合的かつ包括的なソーシャルワークや、

地域の課題について、相談事例等により理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・既習の科目学習で学んできた知識と関連して学習し、相談援助実践の知識・技術・価値を理解する。 

・援助専門職をめざす自己について洞察し、自己覚知を深める。 

・実践の場にふさわしいコミュニケーション技術を習得する。 

・相談援助における基礎的な面接技法を体得する。 

・総合的かつ包括的な援助や地域福祉の基盤整備と開発、社会資源の活用・調整・開発の技術を実践的に学び、地域で働く社

会福祉士の役割を理解する。 

・援助活動における様々な課題に対する総合的かつ包括的な援助について実践的に習得する。 

・人権尊重、権利擁護、自立支援について理解し、実際に行動できる態度を身につける。 

・実習等における個々の実践を一般化し、専門援助技術として概念化し理論化し、体系立てていくことができる能力を身につけ

る。 

・実習事例を活用し、地域の社会資源の実際や医療・福祉マネジメントの実際を学び、地域におけるネットワーク形式の方法・技

術を体得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習オリエンテーション 

2. ソーシャルワークの視点 

3. 専門的援助関係とコミュニケーション 

4. 援助・サービス対象者への理解 

5. 社会福祉専門職として求められる自己理解、自己覚知 

6. 相談援助のプロセス①（インテーク、アセスメント、プランニング） 

7. 相談援助のプロセス②（支援の実施、モニタリング等）－相談援助・面接の技術① 

8. 相談援助のプロセス②（支援の実施、モニタリング等）－相談援助・面接の技術② 

9. 集団に対する援助（グループワーク）の技術① 

10. 集団に対する援助（グループワーク）の技術② 

11. 地域援助技術（コミュニティワーク）、福祉 NPO、ボランティアとの連携 

12. ソーシャルワークの価値と倫理、エンパワメント 

13. ケアマネジメント、チームアプローチ 

14. 記録技法、マッピング技法－実習との関連事項① 

15. 記録技法、マッピング技法－実習との関連事項② 

16. ソーシャルワーク実践事例① 

17. ソーシャルワーク実践事例② 

18. ソーシャルワーク実践事例③ 

19. ソーシャルワーク実践事例④ 

20. ソーシャルワーク実践事例⑤ 

21. ソーシャルワーク実践事例⑥ 

22. ソーシャルワーク実践事例⑦ 

23. ソーシャルワーク実践事例⑧ 

24. ソーシャルワーク実践事例⑨ 

25. ソーシャルワーク実践事例⑩ 

26. エンパワメント等、新たな課題と福祉問題 

27. 権利擁護、サポートネットワーク 

28. ジェネラリスト・ソーシャルワーク、総合的・包括的な援助のあり方 

29. 授業の全般的な復習と確認 

30. 授業全体のまとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ソーシャルワークの基礎的な理論を学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参加(40%)/レポート(30%)/グループ討議(30%) 

出席を重視し、指定回数以上の欠席は単位不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

担当教員により適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

担当教員により適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB620 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／精神保健福祉援助演習（基礎） 

(Seminar on Health and Welfare for Mentally Handicapped Person (Basic Theory)) 

担当者名 

（Instructor） 
赤畑 淳(AKAHATA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、精神障害のある人の生活や生活上の困難について把握し、ソーシャルワーカーに求められる相談援助にかかわる

専門性について、実践的に習得することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業は「精神保健福祉援助実習」を履修することを希望し、選考された学生が受講する、精神保健福祉士国家試験受験のた

めの必須科目です。実習の事前学習として、総合的かつ包括的な相談援助、医療と協働・連携する相談援助事例を取り上げ、具

体的な援助場面を想定しながら、個別指導・集団指導を通して演習形式で授業を展開します。 

 なお本授業は２限連続で開講し、次年度の精神保健福祉援助実習に向けての事前学習を組み入れながら行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健福祉の現状とソーシャルワーク実践 

2. 他者理解と自己覚知 

3. 基本的なコミュニケーション技術 

4. 面接で必要とされる援助技術 

5. 情報収集、整理、伝達 

6. 精神科リハビリテーションとグループワーク 

7. 事例検討(1) ニーズ把握 

8. 事例検討(2) アセスメント 

9. 事例検討(3) 支援計画 

10. 事例検討(4) ネットワーキング 

11. 事例検討(5) 社会資源の活用、サービス評価 

12. ソーシャルワーカーの業務 

13. ソーシャルワーカーの倫理 

14. ソーシャルワーク実践と記録 

15. スーパービジョンとリンケージ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 日ごろから新聞を読み、また社会情勢やニュース等に関心を持つようにしましょう。特に精神保健福祉関連記事は目を通し、そ

の経緯や背景を調べる習慣をつけるようにするとよいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度、授業参加度(80%)/課題の提出(20%) 

出席を重視し、指定回数以上の欠席は単位認定不可とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福祉臨床シリーズ編集委員会編、2017、『精神保健福祉援助演習（基礎）〔第２版〕』、中央法規出版株式会社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／精神保健福祉援助演習（専門） 

(Seminar on Health and Welfare for Mentally Handicapped Person (Advanced Theory)) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神障害がある人の生活や生活上の困難について把握し，ソーシャルワーカー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とともに，理念として体系立てていくことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は「精神保健福祉援助実習」を履修することを希望し，選考された学生が受講する精神保健福祉士国家試験受験のため

の必修科目です。実習と並行して，総合的かつ包括的な相談援助，医療と協働・連携する相談援助事例を取り上げ，具体的な援

助場面を想定しながら，個別指導・集団指導を通し演習形式で授業を展開します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 相談援助過程の実際（インテーク） 

3. 相談援助過程の実際（契約） 

4. 相談援助過程の実際（アセスメント） 

5. 相談援助過程の実際（プランニング） 

6. 相談援助過程の実際（介入） 

7. 相談援助過程の実際（モニタリング） 

8. 相談援助過程の実際（効果測定と評価） 

9. 相談援助過程の実際（終結とアフターケア） 

10. 相談援助の関連技法（アウトリーチ） 

11. 相談援助の関連技法（ケアマネジメント） 

12. 相談援助の関連技法（チームアプローチ） 

13. 相談援助の関連技法（ネットワーキング） 

14. 相談援助の関連技法（ソーシャルアクション） 

15. 相談援助の関連技法（社会資源の活用・調整） 

16. 相談援助の関連技法（業務管理・開発） 

17. 事例検討（社会的排除） 

18. 事例検討（地域移行） 

19. 事例検討（地域定着） 

20. 事例検討（ピアサポート） 

21. 事例検討（自殺） 

22. 事例検討（ひきこもり、児童虐待） 

23. 事例検討（薬物・アルコール依存） 

24. 事例検討（就労支援） 

25. 事例検討（リワーク） 

26. 事例検討（貧困・低所得・ホームレス） 

27. 実習体験と理論的根拠１ 

28. 実習体験と理論的根拠２ 

29. 実習体験と理論的根拠３ 

30. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞・ニュース等の精神保健福祉関連記事を確認し，その経緯・背景を調べてみましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(70%)/レポート発表(30%) 

出席を重視し、指定回数以上の欠席は単位不可とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 
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参考文献（Readings） 

1. 日本精神保健福祉士養成校協会編集、2016年 2 月 1 日、『新・精神保健福祉士養成講座第 8 巻「精神保健福祉援助演習

（基礎・専門）」第 2 版』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-5313-9) 

その他，必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会福祉援助技術演習３ 

(Seminar:Social Work Practice3) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 桃子(OKA MOMOKO)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
岡のほか，田村，丸山，富田，田中，岡田が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相談援助に係る知識と技術について個別的な体験を一般化し，実践的な知識と技術として習得できるように，現場実習における

学生の個別的な体験も視野に入れつつ，集団指導並びに個別指導による実技指導を行う。 

具体的な体験や援助活動を，専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個々の実習体験を踏まえて，具体的な課題別の相談援助事例を活用し，総合的かつ包括的な援助について実践的に習得する。 

実習事例を題材として，具体的な相談援助場面及び相談援助の過程を想定した実技指導を行う。 

授業計画は以下の通りである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 実習目標と実習計画の再確認 

2. 実習評価（自己評価と実習指導者による評価） 

3. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り１) 

4. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り２) 

5. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り３) 

6. 実習体験に基づく事例検討１) 

7. 実習体験に基づく事例検討２) 

8. 実習体験に基づく事例検討３) 

9. 実習体験に基づく事例検討４) 

10. 実習体験に基づく事例検討５) 

11. 実習総括レポートの作成１) 

12. 実習総括レポートの作成２) 

13. 実習報告会準備 

14. 実習報告会 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に指定された課題に関して，準備して授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(70%)/実習報告レポート、及び報告会準備・発表等(30%) 

出席に出席し演習に参加することを重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会福祉援助技術演習３ 

(Seminar:Social Work Practice3) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 桃子(OKA MOMOKO)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
岡のほか，田村，丸山，富田，〇〇，〇〇が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相談援助に係る知識と技術について個別的な体験を一般化し，実践的な知識と技術として習得できるように，現場実習における

学生の個別的な体験も視野に入れつつ，集団指導並びに個別指導による実技指導を行う。 

具体的な体験や援助活動を，専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個々の実習体験を踏まえて，具体的な課題別の相談援助事例を活用し，総合的かつ包括的な援助について実践的に習得する。 

実習事例を題材として，具体的な相談援助場面及び相談援助の過程を想定した実技指導を行う。 

授業計画は以下の通りである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 実習目標と実習計画の再確認 

2. 実習評価（自己評価と実習指導者による評価） 

3. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り１) 

4. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り２) 

5. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り３) 

6. 実習体験に基づく事例検討１) 

7. 実習体験に基づく事例検討２) 

8. 実習体験に基づく事例検討３) 

9. 実習体験に基づく事例検討４) 

10. 実習体験に基づく事例検討５) 

11. 実習総括レポートの作成１) 

12. 実習総括レポートの作成２) 

13. 実習報告会準備 

14. 実習報告会 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に指定された課題に関して，準備して授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(70%)/実習報告レポート、及び報告会準備・発表等(30%) 

出席に出席し演習に参加することを重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／キャリア形成演習 

(Seminar:Career Development) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「福祉の学び」を自分のキャリアとして「生きる力」に変換する方法 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会問題としての生活問題を読み解く力とは何か 

 

授業の内容（Course Contents） 

「キャリア形成演習」は、「自分探しの旅」でもなければ「就職活動に役立つゼミ」でもありません。歴史的にも社会福祉が対処する

対象者の生活問題は、現代の社会問題の反映としての性格を必ず持っているのです。そのため、現代の社会問題を解剖し、自

らの知性で福祉問題の本質を考えるために必要な総合的福祉マインドを、本演習を履修する中で学ぶことができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期＊オリエンテーション：キャリア形成演習で学ぶことの意義と自分の研究課題を考える。 

2. 『下流志向』を読む①「学びからの逃走」 

3. 『下流志向』を読む②「学びからの逃走」 

4. 『下流志向』を読む③「リスク社会の弱者たち」 

5. 『下流志向』を読む④「リスク社会の弱者たち」 

6. 『下流志向』を読む⑤「労働からの逃走」 

7. 『下流志向』を読む⑥「労働からの逃走」 

8. 『下流志向』を読む⑦「質疑応答」 

9. 『下流志向』を読む⑧「質疑応答」 

10. 『核大国ニッポン』を読む①「アメリカの被曝者」とは 

11. 『核大国ニッポン』を読む②「戦勝国の歴史教育」とは 

12. 『核大国ニッポン』を読む③「核なき世界 V.S.核ある世界」 

13. 『核大国ニッポン』を読む④「日本が起こチェンジ」 

14. 春学期の総括（まとめ・合宿施設見学等の打ち合わせ） 

15. 秋学期＊オリエンテーション・各自のテーマの検討 

16. 『日本の大問題「１０年後」を考える』を読む①「反知性主義との戦い」 

17. 『日本の大問題「１０年後」を考える』を読む②「高齢化社会と日本の医療」 

18. 『日本の大問題「１０年後」を考える』を読む③「沈みゆく大国アメリカと日本の未来」 

19. 『日本の大問題「１０年後」を考える』を読む④「１０年後の日本，感情の劣化がとまらない」 

20. 『日本の大問題「１０年後」を考える』を読む⑤「戦後日本のナショナリズムと東京オリンピック」 

21. 『日本の大問題「１０年後」を考える』を読む⑥「２０２５年の介護：おひとりさま時代の老い方・死に方」 

22. 「学びの体験」からの研究報告発表①（研究レポートのまとめ方） 

23. 「学びの体験」からの研究報告発表②（フィールドワークの方法） 

24. 「学びの体験」からの研究（フィールドワーク）報告発表③ 

25. 「学びの体験」からの研究（フィールドワーク）報告発表④ 

26. 「学びの体験」からの研究（フィールドワーク）報告発表⑤ 

27. 「学びの体験」からの研究（フィールドワーク）報告発表⑥ 

28. 一年間の総括（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は，課題の報告される部分を必ず読み込み，議論に積極的に参加すること。事後，さらに発展した学習やフィールドワーク

に取り組み自分の研究課題を深めることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(50%)/課題レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内田 樹、2009、『下流志向〜学ばない子どもたち，働かない若者たち』、講談社文庫 (ISBN:978-4-06-276399-8) 

2. 一色清・姜尚中・佐藤優他、2015、『日本の大問題「10 年後」を考える』、集英社新書 (ISBN:978-4-08-720792-7) 
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3. 堤 未果、2017、『核大国ニッポン』、小学館新書 (ISBN:978-4-09-825312-8) 

その他適宜，参考文献等は，紹介致します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 益川敏英、2015、『科学者は戦争で何をしたか』、集英社新書 (ISBN:987-4-08-720799-6) 

2. 池内 了、2016、『科学と戦争』、岩波新書 (ISBN:978-4-00-431611-4) 

3. 堤 未果、2008、『ルポ 貧困大国アメリカ』、岩波新書 (ISBN:978-4-00-431112-6) 

4. 上野千鶴子、2012、『男おひとりさま道』、文春文庫 (ISBN:978-4-16-783837-9) 

5. 鈴木文治、2012、『ホームレス障害者：彼らを路上に追いやるもの』、日本評論社 (ISBN:978-4535-56309-4) 

6. 山本譲司、2006、『累犯障害者：獄の中の不条理』、新潮社 (ISBN:4-10-302931-5) 

7. 結城俊哉、2013、『ケアのフォークロア：対人援助の基本原則と展開方法を考える』、高菅出版 (ISBN:978-4-901793-62-9) 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 205 - 

■IB651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会福祉援助技術現場実習 

(Fieldwork(practicum)) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相談援助・ソーシャルワークの知識と技術、価値について、演習により実践的に学ぶ。総合的かつ包括的なソーシャルワークや、

地域の課題について、相談事例等により理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・既習の科目学習で学んできた知識と関連して学習し、相談援助実践の知識・技術・価値を理解する。 

・援助専門職をめざす自己について洞察し、自己覚知を深める。 

・実践の場にふさわしいコミュニケーション技術を習得する。 

・相談援助における基礎的な面接技法を体得する。 

・総合的かつ包括的な援助や地域福祉の基盤整備と開発、社会資源の活用・調整・開発の技術を実践的に学び、地域で働く社

会福祉士の役割を理解する。 

・援助活動における様々な課題に対する総合的かつ包括的な援助について実践的に習得する。 

・人権尊重、権利擁護、自立支援について理解し、実際に行動できる態度を身につける。 

・実習等における個々の実践を一般化し、専門援助技術として概念化し理論化し、体系立てていくことができる能力を身につけ

る。 

・実習事例を活用し、地域の社会資源の実際や医療・福祉マネジメントの実際を学び、地域におけるネットワーク形式の方法・技

術を体得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習オリエンテーション 

2. ソーシャルワークの視点 

3. 専門的援助関係とコミュニケーション 

4. 援助・サービス対象者への理解 

5. 社会福祉専門職として求められる自己理解、自己覚知 

6. 相談援助のプロセス①（インテーク、アセスメント、プランニング） 

7. 相談援助のプロセス②（支援の実施、モニタリング等）－相談援助・面接の技術① 

8. 相談援助のプロセス②（支援の実施、モニタリング等）－相談援助・面接の技術② 

9. 集団に対する援助（グループワーク）の技術① 

10. 集団に対する援助（グループワーク）の技術② 

11. 地域援助技術（コミュニティワーク）、福祉 NPO、ボランティアとの連携 

12. ソーシャルワークの価値と倫理、エンパワメント 

13. ケアマネジメント、チームアプローチ 

14. 記録技法、マッピング技法－実習との関連事項① 

15. 記録技法、マッピング技法－実習との関連事項② 

16. ソーシャルワーク実践事例① 

17. ソーシャルワーク実践事例② 

18. ソーシャルワーク実践事例③ 

19. ソーシャルワーク実践事例④ 

20. ソーシャルワーク実践事例⑤ 

21. ソーシャルワーク実践事例⑥ 

22. ソーシャルワーク実践事例⑦ 

23. ソーシャルワーク実践事例⑧ 

24. ソーシャルワーク実践事例⑨ 

25. ソーシャルワーク実践事例⑩ 

26. エンパワメント等、新たな課題と福祉問題 

27. 権利擁護、サポートネットワーク 

28. ジェネラリスト・ソーシャルワーク、総合的・包括的な援助のあり方 

29. 授業の全般的な復習と確認 

30. 授業全体のまとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ソーシャルワークの基礎的な理論を学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参加(40%)/レポート(30%)/グループ討議(30%) 

出席を重視し、指定回数以上の欠席は単位不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

担当教員により適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

担当教員により適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB670 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／精神保健福祉援助実習 

(Fieldwork in Psychiatric Social Work) 

担当者名 

（Instructor） 
赤畑 淳(AKAHATA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現場実習を通して、精神保健福祉援助並びに障害者等の相談援助に係る専門的知識と技術について具体的かつ実際的に理解

し実践的な技術等を体得することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神保健福祉領域の実践現場２カ所（①医療機関、②医療機関以外の地域機関か行政機関等）で 210 時間以上の実習を行う。

実習期間中、教員が実習先を訪問し個別指導を行うとともに、帰校日を設定し個別指導・集団指導を行う。なお、本授業は精神

保健福祉士受験資格取得の必須科目である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 実習先の基本情報を学ぶ 

3. 実習目標の設定と確認 

4. 実習ノートの書き方 

5. 現場実習における留意事項の確認 

6. 事前訪問 

7. 現場実習 

8. 現場実習 

9. 現場実習 

10. 現場実習 

11. 現場実習 

12. 現場実習 

13. 現場実習 

14. 現場実習 

15. 現場実習 

16. 現場実習 

17. 現場実習 

18. 現場実習 

19. 現場実習 

20. 現場実習 

21. 現場実習 

22. 現場実習 

23. 現場実習 

24. 現場実習 

25. 現場実習 

26. 現場実習 

27. 現場実習の振り返り 

28. 目標達成度の確認 

29. 実習後の課題の確認 

30. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「精神保健福祉援助演習（基礎）」を前年度までに履修済みであり、「精神保健福祉援助実習指導１」「精神保健福祉援助実習指

導２」と併行して実習年度に履修すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習態度と実習体験の理解(40%)/実習ノートの内容(30%)/現場実習の達成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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本学部『実習ハンドブック』 

 

参考文献（Readings） 

1. 福祉臨床シリーズ編集委員会編、2018、『精神保健福祉援助実習（第２版）』、弘文堂 

担当の教員が必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【履修上の留意事項】 

①実習先の利用者、スタッフのご協力のもとで学ぶことができることを常に意識すること。 

②連日の現場実習が継続できるよう、健康状態の維持に努めること。 

③現場実習配属先は大学が指定した施設・機関で行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 209 - 

■IB681 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会福祉援助技術演習１ 

(Seminar:Social Work Practice1) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 桃子(OKA MOMOKO)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
岡のほか，田村，土居，富田，角田，田中が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、社会福祉援助技術現場実習にあたっての準備学習として、相談援助に関わる理論や知識、実践的な技術を習得す

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、社会福祉の国家資格取得や「社会福祉援助技術現場実習」の履修を希望する学生が受講する必須科目である。「社

会福祉援助技術演習２」と合わせて履修すること。 

本授業は、次年度に予定されている社会福祉援助技術現場実習にあたっての準備学習として位置付ける。本授業では、社会福

祉専門職として必要な基本的な視点や原則、姿勢・態度について理解を深め、援助技術の基礎を習得することをめざし、ロール

プレイやグループワークによる実践的・体験的な方法で学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 援助・サービス対象者について 

3. ソーシャルワークの面接技術 １） 

4. ソーシャルワークの面接技術 ２） 

5. 自己理解 

6. 他者理解 

7. 専門職の価値と倫理 

8. 相談援助の方法と技術 

9. ソーシャルワークの展開過程 １） 

10. ソーシャルワークの展開過程 ２） 

11. ソーシャルワークの展開過程 ３） 

12. ソーシャルワークの展開過程 ４） 

13. 実習における記録について理解をする 

14. 記録技法、マッピング技法について理解する 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ソーシャルワークの基礎理論について学んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度、授業参加度(80%)/課題の提出(20%) 

出席を重視し、指定回数以上の欠席は単位不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究指導演習 

(Seminar on Graduation Research) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB4990 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業研究の執筆・制作に関して，教員から指導・援助を受け作品を完成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の形態は，上記の目標に沿い，各教員が学生の状況に鑑みて設定する。原則として各週で定期的・集合的に行われる場合

もあれば，徹底した個人指導で，個別的に行われる場合もある。授業の内容も，形態に並行して，各演習毎に異なる。なお，本演

習は，３年次の実習指導やコミュニティスタディ，専門演習と同一の教員のもとでおこなう必要性は必ずしも存しない。各教員の内

容は前年度配布のガイダンス資料に掲載している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・研究計画作成 

2. 先行研究調査 

3. 先行研究調査発表および議論 

4. 研究テーマおよび目的発表および議論 

5. 研究方法発表および議論 

6. パイロット研究実践 

7. パイロット研究結果発表および議論 

8. 本研究実践１ 

9. 本研究実践２ 

10. 本研究実践３ 

11. 本研究実践４ 

12. 研究調査・実験結果報告および議論 

13. 研究論文・制作作成 

14. 研究論文・制作最終校正 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外においても、自分のテーマに沿った研究活動（調査・実験・論文検索など）を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品の出来具合(60%)/口頭試問の成果(30%)/卒業研究合同発表会での発表の成果(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 211 - 

■IB781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会福祉援助技術演習２ 

(Seminar:Social Work Practice2) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 桃子(OKA MOMOKO)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
岡のほか，田村，土居，富田，角田，田中が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、相談事例等を通して、相談援助に関わる理論や知識、基本的なソーシャルワークの展開過程についてより深め、相

談援助の専門性について実践的に習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、社会福祉の国家資格取得や「社会福祉援助技術現場実習」の履修を希望する学生が受講する必須科目である。「社

会福祉援助技術演習１」と合わせて履修すること。 

本授業は、次年度に予定されている社会福祉援助技術現場実習にあたっての準備学習として位置付ける。本授業では、「社会

福祉援助技術演習 1」と関連させ、社会福祉専門職として必要な視点や原則、姿勢・態度について理解を深め、援助技術の基礎

を身につけることを目的として、事例等の活用を通じて、より具体的な相談援助場面や地域福祉の実践課程を想定し、総合的か

つ包括的な援助技術および地域福祉の基盤整備と開発について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉士養成課程における実習・演習の位置づけ 

2. 福祉サービスにおける利用者の理解 

3. ソーシャルワークの展開過程 １） 

4. ソーシャルワークの展開過程 ２） 

5. ソーシャルワークにおける記録 １） 

6. ソーシャルワークにおける記録 ２） 

7. ソーシャルワークにおける計画立案 

8. ソーシャルワークの実践の理解 

9. 事例に学ぶ相談援助実践 １） 

10. 事例に学ぶ相談援助実践 ２） 

11. 事例に学ぶ相談援助実践 ３） 

12. 事例に学ぶ相談援助実践 ４） 

13. 事例に学ぶ相談援助実践 ５） 

14. 実習報告会に学ぶ 

15. 次年度に向けた総括と振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ソーシャルワークの基礎理論を学んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度、授業参加度(80%)/課題の提出(20%) 

出席を重視し、指定回数以上の欠席は単位不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニティ政策学入門 

(Introduction to Community Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ政策を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

コミュニティ政策学科必修科目 

2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この科目はコミュニティ政策学科の導入科目として位置づけられており、コミュニティ政策の概念を理解したうえで、コミュニティ

政策の具体的な内容と方法について、様々な事例を通して理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 コミュニティ政策は、ボトムアップの民主的参加によるコミュニティ形成を通して、より良い暮らしの実現を目指す諸方策の総称

である。国の社会福祉やその他の政策は、地方分権の流れのなかで、一定の地域において、その地方自治、NPO／NGO、市民

参加、ボランティアなどの様々なアクターの行動や関わりのなかで、コミュニティ政策として具体化される。そこで、地域にある多様

な具体的な問題に、コミュニティ政策として、どのように取り組み、より良い地域づくりをしていくことができるかを学んでいく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニティ政策とは何か  

2. 「生命倫理」から「命の倫理学」へ 

3. 自治体行政とコミュニティのガバナンス 

4. 地方分権と参加・協働 

5. 社会的企業とコミュニティ・エンパワーメント 

6. コミュニティ・ビジネスと連帯経済 

7. NPO と地域社会 

8. 社会開発とコミュニティ 

9. シティズンシップとコミュニティ 

10. 社会的排除とコミュニティ  

11. 貧困と地域、制度 

12. 生活困窮者支援とまちづくり 

13. コミュニティ政策学の課題 

14. コミュニティ政策のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書の該当箇所 (章) を読んでおくこと｡また、講義の内容を深めるために、復習として、テキストの各章にあがっている

参考文献等や関連する新聞記事等を参照して、講義との関連を考察すること。その他、必要に応じて講義中および Blackboard

にて別途指示をする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席・リアクションペーパー(20%)/授業時の課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂田周一監、三本松政之・北島健一編、2014、『コミュニティ政策学入門』、誠信書房 (ISBN:9784414603323) 

テキストについては、コミュニティ政策学科から配布をする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は、必要に応じて板書も行うが、パワーポイントや映像資料を中心に進める。 

講義の終わりにはリアクションペーパーを記入してもらう。また、フィードバックについては、必要に応じて、次回授業開始時やブラ

ックボードを利用して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニティ福祉学 

(Community and Human Services Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

コミュニティ政策学科必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本学部およびコミュニティ政策学科で展開されているカリキュラムの中軸のひとつをなす，「コミュニティを基盤とする福祉」への多

角的なアプローチを学び，その特質を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究する学問領域を異にするコミュニティ政策学科の教員が，それぞれの領域に固有の視点から，「コミュニティ」について講義

する。授業はオムニバス方式で展開する。なお，各回の詳細な講義テーマは初回の授業で配付する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論と授業ガイダンス（三本松／木下）  

2. コミュニティ福祉の理念的基盤①（空閑）  

3. コミュニティ福祉の理念的基盤②（権）  

4. コミュニティと福祉政策①（北島）  

5. コミュニティと福祉政策②（原田）  

6. コミュニティと福祉政策③（外山）  

7. 「フィールドスタディ」について（コミ政教員全員） 

8. コミュニティ福祉学の実践①（藤井）  

9. コミュニティ福祉学の実践②（鈴木）  

10. コミュニティ福祉学の実践③（山口）  

11. コミュニティ福祉学の実践④（斉藤）  

12. コミュニティ福祉学の実践⑤（阪口）  

13. コミュニティ福祉学のまとめ（小長井）  

14. 講義の総括および評価基準の確認、「総括リアクションペーパー」の執筆（木下） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，テキスト『新・コミュニティ福祉学入門』を熟読すること。 

授業時間外の学習については，必要に応じて，講義や Blackboardを利用して伝達する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(42%)/毎回のリアクションペーパーの ABCD 評価(39%)/最終の総括リアクションペーパーの ABCD 評価

(19%) 

単位取得のためには 75%（3/4）以上の出席を必要とし，欠席 4 回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂田周一監修、2013、『新コミュニティ福祉学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18413-8) 

テキストについては，コミュニティ福祉学部にて購入し，学生に配付する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の終わりにリアクションペパーを記入してもらう。 

講義に関する連絡や情報提供等については，講義以外にも，Blackboard を利用する場合があるので，Blackboardおよび大学ア

ドレスのメールを適宜見るようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学入門 

(Introductory Statistics) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 知洋(SAITO TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ政策学科必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題関心に合わせて、各種公的統計や調査報告書を収集し、それらに掲載されている統計データや情報を適切に理解するため

の「統計リテラシー」を修得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）既存の公的統計や調査報告書のアクセス方法、（2）統計情報・分析結果を図表にまとめる方法、（3）記述統計データを適切

に分析・解釈するための基本的知識および統計概念、（4）社会調査データを用いた実証研究の方法などについて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：統計とその働き 

2. 統計データと統計分析，統計的記述と統計的推論 

3. 統計データの実際（1）：全数調査の事例（国勢調査にみる日本の姿） 

4. 統計データの実際（2）：標本調査の事例（国民生活基礎調査） 

5. 統計データの実際（3）：国連統計資料による国際比較 

6. 統計的記述（1）：質的データと量的データ 

7. 統計的記述（2）：度数分布表・グラフ 

8. 統計的記述（3）：代表値，散布度，歪度，尖度 

9. 統計的記述（4）：分位数，探索的記述法（箱ひげ図，幹葉図など） 

10. 関係の統計分析（1）：相関係数と因果関係，擬似相関係数 

11. 関係の統計分析（2）：質的データのクロス集計，関連の測度 

12. 関係の統計分析（3）：量的データの関連（散布図，相関係数） 

13. 関連の統計分析（4）：擬似相関とエラボレーション 

14. 仮説の統計的検定への招待 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要としない。毎回の講義後に必ず復習を行うこと。また、Excel などの表計算ソフトやコンピューターの扱いに慣れて

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席，リアクションペーパー，授業内の課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂田周一、2003、『社会福祉リサーチ：調査方法を理解するために』、有斐閣 (ISBN:978-4641122017) 

2. 廣瀬毅士・寺島拓幸、2010、『社会調査のための統計データ分析』、オーム社 (ISBN:978-4274067631) 

詳細は初回授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小島寛之、2006、『統計学入門』、ダイヤモンド社 (ISBN:4-478-82009-0) 

2. 南風原朝和、2002、『心理統計学の基礎――総合的理解のために』、有斐閣 (ISBN:4-641-12160-5) 

3. 神林博史、2016、『1 歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4-623-07570-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC021／統計学入門 

(Introductory Statistics) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 知洋(SAITO TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH9110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
研究科用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題関心に合わせて、各種公的統計や調査報告書を収集し、それらに掲載されている統計データや情報を適切に理解するため

の「統計リテラシー」を修得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）既存の公的統計や調査報告書のアクセス方法、（2）統計情報・分析結果を図表にまとめる方法、（3）記述統計データを適切

に分析・解釈するための基本的知識および統計概念、（4）社会調査データを用いた実証研究の方法などについて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：統計とその働き 

2. 統計データと統計分析，統計的記述と統計的推論 

3. 統計データの実際（1）：全数調査の事例（国勢調査にみる日本の姿） 

4. 統計データの実際（2）：標本調査の事例（国民生活基礎調査） 

5. 統計データの実際（3）：国連統計資料による国際比較 

6. 統計的記述（1）：質的データと量的データ 

7. 統計的記述（2）：度数分布表・グラフ 

8. 統計的記述（3）：代表値，散布度，歪度，尖度 

9. 統計的記述（4）：分位数，探索的記述法（箱ひげ図，幹葉図など） 

10. 関係の統計分析（1）：相関係数と因果関係，擬似相関係数 

11. 関係の統計分析（2）：質的データのクロス集計，関連の測度 

12. 関係の統計分析（3）：量的データの関連（散布図，相関係数） 

13. 関連の統計分析（4）：擬似相関とエラボレーション 

14. 仮説の統計的検定への招待 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要としない。毎回の講義後に必ず復習を行うこと。また、Excel などの表計算ソフトやコンピューターの扱いに慣れて

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席，リアクションペーパー，授業内の課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂田周一、2003、『社会福祉リサーチ：調査方法を理解するために』、有斐閣 (ISBN:978-4641122017) 

2. 廣瀬毅士・寺島拓幸、2010、『社会調査のための統計データ分析』、オーム社 (ISBN:978-4274067631) 

詳細は初回授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小島寛之、2006、『統計学入門』、ダイヤモンド社 (ISBN:4-478-82009-0) 

2. 南風原朝和、2002、『心理統計学の基礎――総合的理解のために』、有斐閣 (ISBN:4-641-12160-5) 

3. 神林博史、2016、『1 歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4-623-07570-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 

(Basic Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での主体的な学び方について考え，準備を行う。基本的学習技術を習得する。学部の特徴や専門性について理解した上

で，自分の将来設計を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アカデミックアドバイザー（教員）１人に対して 20～25 人で行う。 

授業内容は各アカデミックアドバイザーが専門性を生かしながら，講義を展開していくが，上記目標を達成するために，次のよう

なことができるよう主体的に学び，参加することを期待する。 

１）立教大学，そして大学生活のスタートを円滑にするために，大学を知り，友人をつくり帰属意識を高める。 

２）基本的学習技術（主体的学びの方法，レポートの書き方，ディスカッションやプレゼンテーションなど）について理解を深め，図

書館やメディアセンターなど大学のさまざまな機能を自ら活用できるようになる。 

３）学部・学科の専門性を理解した上で，４年間の学びの計画を立て，卒業後の進路を考えることができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・基礎演習とは何か 

2. アイスブレイク（自己および他者理解など） 

3. 情報検索講習 

4. 文献検索 

5. 文献発表および議論 

6. ソフトウェア講習 

7. グループ発表および議論１ 

8. グループ発表および議論２ 

9. グループ発表および議論３ 

10. グループ発表および議論４ 

11. グループ発表および議論５ 

12. グループ発表および議論６ 

13. グループ発表および議論７ 

14. 初年次春学期教育のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学生の学びを理解するため，授業時間以外の自学学習を行うこと。内容は担当教員がそれぞれ指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席参加状況（出席，リアクションペーパーや小レポート，課題の達成度などを含む）(70%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習ガイドブック」を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂田周一他、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 (ISBN:9784641184138) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 

(Basic Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での主体的な学び方について考え，準備を行う。基本的学習技術を習得する。学部の特徴や専門性について理解した上

で，自分の将来設計を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アカデミックアドバイザー（教員）１人に対して 20～25 人で行う。 

授業内容は各アカデミックアドバイザーが専門性を生かしながら，講義を展開していくが，上記目標を達成するために，次のよう

なことができるよう主体的に学び，参加することを期待する。 

１）立教大学，そして大学生活のスタートを円滑にするために，大学を知り，友人をつくり帰属意識を高める。 

２）基本的学習技術（主体的学びの方法，レポートの書き方，ディスカッションやプレゼンテーションなど）について理解を深め，図

書館やメディアセンターなど大学のさまざまな機能を自ら活用できるようになる。 

３）学部・学科の専門性を理解した上で，４年間の学びの計画を立て，卒業後の進路を考えることができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・基礎演習とは何か 

2. アイスブレイク（自己および他者理解など） 

3. 情報検索講習 

4. 文献検索 

5. 文献発表および議論 

6. ソフトウェア講習 

7. グループ発表および議論１ 

8. グループ発表および議論２ 

9. グループ発表および議論３ 

10. グループ発表および議論４ 

11. グループ発表および議論５ 

12. グループ発表および議論６ 

13. グループ発表および議論７ 

14. 初年次春学期教育のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学生の学びを理解するため，授業時間以外の自学学習を行うこと。内容は担当教員がそれぞれ指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席参加状況（出席，リアクションペーパーや小レポート，課題の達成度などを含む）(70%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習ガイドブック」を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂田周一他、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 (ISBN:9784641184138) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドスタディ 

(Field Study) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティを基盤とする人間のウェルビーイング実現について理解を深める. 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ政策学科必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「コミュニティ政策」を〈よりよい暮らし〉の実現を阻む諸問題を,人々の自発的な参加と連帯を特徴とするコミュニティを基盤とする

諸方策によって解決するものととらえ（坂田:2014)、その具体的な解決方法について文献・資料及びフィールド型学習を通して理

解することを目標とする.  

 

授業の内容（Course Contents） 

  フィールドスタディは、原則として文献・資料などを通じての学習も含み、それらの座学による学習からの学びを何らかの形で現

場、体験、実践に結びつけて深めていく演習を意味している。2016 年度の秋学期に開催されたガイダンスにて別途配布された資

料に掲載されている各教員のテーマに沿ってもたれる. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション(1)：コミュニティを基盤として展開される活動とは 

2. イントロダクション(2)：コミュニティを基盤とする活動の現代的な意義を考える 

3. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習.・討論(1) 

4. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習.・討論(2) 

5. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習.・討論(3) 

6. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習.・討論(4) 

7. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習.・討論(5) 

8. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習.・討論(6) 

9. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習.・討論(7) 

10. 現場訪問に向けた事前準備学習(1) 

11. 現場訪問に向けた事前準備学習(2) 

12. 訪問現場に関する記録の作成 

13. レポートでとりあげるテーマ・事例の調査(1) 

14. レポートでとりあげるテーマ・事例の調査(2) 

15. レポートでとりあげるテーマ・事例の決定 

16. レポート作成・点検(1) 

17. 自習 

18. レポート作成・点検(2) 

19. 自習 

20. 中間報告 

21. 自習 

22. レポート作成・点検(3) 

23. 自習 

24. レポート作成・点検(4) 

25. 自習 

26. 最終報告会 

27. まとめ（１） 

28. まとめ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

坂田周一監修,三本松政之・北島健一編著『コミュニティ政策学入門』誠信書房(2014)を再読しておくこと。その他、各演習時に適

宜提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(70%) 

期末最終レポートの提出を単位修得の要件とする。成績評価の基本ルールは、授業への参加度 70％、レポート 30％を基本とす

る。 
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テキスト（Textbooks） 

とくに決めない 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

すべてのプログラムとも春学期授業開始第 1 週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC100 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC100／少子高齢社会論 

(Falling Birth Rate and Aging Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

世界でもっとも速く進行する高齢化、そして、なかなか増加しない出生数を実感し、かつ

日本で生きていく自己及び日本社会の将来にどのような影響があるかを展望する。 

担当者名 

（Instructor） 
近本 聡子(CHIKAMOTO SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会統計を利用しながら、データをみる力をつけ、高齢社会と少子化現象のの正確な把握をする。人々は思い込みや迷信で行

動することもあり、正確さは重要である。結果として容易に推計できる近未来を解説。自分自身はどのように生きるのか、今から

では変えられない社会状況と、変えることができる制度や習慣が多くあることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人口統計学をはじめとして、現代社会では知っておくべきデータと社会変動が、予測を含め数多く研究されている。全体社会の動

向は必ず個人のライフコースやライフスタイルに影響を及ぼし、また個人の動向も全体社会に変動をもたらす。これらのミクロとマ

クロのダイナミズムをみながら、現代社会の把握を、少子高齢化を軸に進めていく。日本の人口動向は変わらぬ予見として、厳然

と未来を規定する要因になるだろう。 

 

 少子高齢社会にともなう高齢層や若年層のくらしの不安や経済格差の拡大､ 若い世代の貧困化などの現状をみるデータをそ

ろえ､ ライフワークバランスや家族生活､ また地域差がとても大きくなった地域社会について世代間関係､ 地域社会のリノベー

ションについて考えていく｡ 文化的なギャップが大きいなか､ どのような連帯がつくれるだろうか｡先進事例や人々の奮闘の形跡､ 

そして国際比較の視点を紹介する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ベースとなる日本の人口動態：データを直視しよう｡ 目をそむけてはならない｡これまで楽観論はすべて外れている。 国際

比較もみよう。聞き飽きた少子化・高齢化の本質とは何だろうか。 

2. 高齢化の要因：長生きなのはなぜ女性？ 男性も改善できる。「健康寿命」とはどういうことだろう。ジェロントロジーから学

ぶべき知見は多い。 

3. 少子化の要因：少年よ大志を抱け､ 壮年よ妻子を抱け (by 樋口恵子氏の名言) 自由恋愛のなかの婚姻と家族作りを考え

よう。 

4. 福祉レジームとは何か、福祉領域は家族に割り当てられていたケア労働の集積である。世界の福祉レジームを概観してみ

よう。 

5. 男性稼ぎ手モデル社会の悲惨な末路：対峙する共働き北欧モデルとは。経済変動と就業状況：今さら社畜とか主婦 (家族

畜) とか、やってる場合じゃない社会変動をみる。 

----日本に人権なんてあるの？ 

6. 子ども子育て新制度と子育ての社会化：やっと「子育て」が社会の手にも戻ってきた。「子ども食堂」もよいが、給食の方がよ

り効果がある。 

7. 埼玉県ローカルな地域状況。ベッドも介護者もまったく足りなくなる：医師からの提言（招待講演を実施する予定） 

8. 格差競争その１：トマ・ピケティの示す資本制の動因～マルクスにはデータがない (彼の名言) 

9. 格差競争その２：高齢者間格差も世代間格差にまけないし、東京への集中ぶりははんぱではない 

10. 事件は家族のなかでおきる。殺人、虐待、パワーハラスメント、家庭内暴力。家族（個人）は疲弊している。 

11. 少子化をとめられた国々。富の再配分の方法は重要である。 

12. 共働きの必須条件：そこのあなた､ スーパーウーマンなんていやしないし、なれるもんじゃない 

若い人にありがちな「私は落ちないでできる」感 

13. 格差社会は不信社会：連帯の契機をちりばめよう～地域リソースを作る人々 

14. 日本の社会保障は本当に人生のセーフティネットになっているのだろうか。選挙権をもつ若い諸君に是非考えて欲しいこ

と。非営利協同セクターの大活躍をみてみよう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①ミニレポート 

病院運営をしている医師を招いて医療と介護の話をきいて感想をまとめていただく。 

②レポート 

学生各人の関心のある基礎自治体をみる 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ミニレポート(10%)/レポート(20%) 

出席は学生証により出席ハディターミナルで管理します。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義で指示 

 

参考文献（Readings） 

1. イエスタ エスピン‐アンデルセン、2008、『アンデルセン、福祉を語る―女性・子ども・高齢者 (NTT出版ライブラリーレゾナン

ト 049)』、NTT出版 (ISBN-13: 978-4757142084) 

講義で指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 222 - 

■IC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC105／家族政策 

(Family Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

日本の家族政策は 2015 年から大きく変わった 

～先進国のなかでの政策変動と地方自治体政策～ 

担当者名 

（Instructor） 
近本 聡子(CHIKAMOTO SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

家族の作り方、壊し方、楽しみ方、スルーのしかた。日本の現行憲法下で変遷した家族政策を振り返り，いくつかの国と国際比較

しながら現代の家族政策と人々の生活や生き方との不適合について考える。大学を卒業した人として、知っておくべき家族の政

策や日本の家族政策の特徴を学び、自分で考え、できれば将来市民として、日本の家族政策への提言や判断をしていける人に

なっていただく。特に 2015 年には大きな制度変化があったので、「子育て」「介護」など家族のケアに関心のある人にも是非受講

をお勧めしたい。男性も現代的にエンパワメントされます。古い男像をブチ壊そう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会保障制度は 2015 年より変化した。主に「子ども子育て新制度」が開始され、「介護保険」は縮小改変される。講師は子育て

政策分野を専門とするので、国の政策、地方自治体の政策を解説し、地域事例や地域で活躍する NPO代表を授業に招いて話

を聞くなど、政策変化と実態の動きを照らし合わせながらみていく。また、家族という単位が大変ゆらぎ、標準家族はもはや成立

しにくいことも解説していく。フランスの新しい婚姻契約である PACS も紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人口減少の第一要因は「家族をつくらない人」「家族をつくれない人」の激増 

2. 近代家族をもとに、形成された 2000 年までの家族政策。団塊世代の正負の遺産を分析する。 

3. 近代家族は日本では標準家族だった。家族イメージとしての神話：なぜ理想となっているのだろうか 

4. ポリガミーとモノガミー そしてロマンティック・ラブ・イデオロギー 

5. 2015 遅かりし「子ども子育て支援新制度」と家族形成期：女性の望みをすべてかなえよう（少子化なんて吹っ飛ぶぞ） 

6. 家族は子どもをどのように育ててきてどう外部化するか：新制度の向こうにみえるものと福祉レジーム 

7. 和光子育てネットワーク（わこわこネット）の事例：和光市への政策提案と実現 

8. 「家族が大事である」人が増加しているという意識データの逆説性 

9. 福祉レジームとケア労働の今日的な意味 ジェンダー分離政策 

10. ケア労働の今日的な意味 「手作りは愛情」という幻想 

11. 介護保険制度の歴史背景とドイツ・日本・韓国の高齢者政策比較 

12. 世界に誰も代弁者がいない存在～～愛情を注がれない子どもたち 

13. 自民党の憲法改正案からみる「日本の家族」と個人の縛り方 

14. 家族政策の立案はつまるところ政治的な課題になる：ゆるく、しかしいつもアンテナをたてて参画していこう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ミニレポート２回提出いただきます。1000 字くらいの予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その他使用する資料は Blackboard に UP します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田正子、2014、『みんなでつくる子ども・子育て支援新制度』、ミネルヴァ書房 (ISBN-13: 978-4623070923) 

2. 池本美香編著、2014、『親が参画する保育をつくる 国際比較調査をふまえて』、勁草書房 (ISSN:978-4-326-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献は講義中に指示いたします。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC110／地球コミュニティ論 

(Studies on Global Community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

貧困の発生要因について理解を深める。そのうえで、コミュニティを基盤として活動して

いる国際 NGOの理念と活動実態、また、国際 NGO の役割について思考する。 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

貧困の発生要因や途上国で生活する貧困層の well-being 実現について思考する。また，途上国で生活する人々と我々のつなが

りについて理解する。そのうえで，コミュニティを基盤として活動している国際 NGOの理念および活動実態，そして国際 NGOの

役割について理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際的な視野から社会問題をとらえ，コミュニティを基盤として活動している国際 NGOの理念と活動実態，また，そこでの課題等

について学ぶ。そのうえで，国際 NGOの役割について分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・国際 NGO論とは 

・第 1 回目に講義の進め方や用語の定義について説明するので,関心のある学生は必ず参加すること 

2. ・NGOの定義  

3. ・welfare から well-being へ 

4. ・貧困とは何か  

5. ・貧困の発生要因 

6. ・大規模開発による弊害について 

7. ・近代化論と内発的発展論 

8. ・マザーテレサの理念 

9. ・内発的発展論の展開 

10. ・国際 NGOの理念と活動実態：コミュニティを基盤とする取り組み 

11. ・国際 NGOの理念と活動実態：コミュニティを基盤とする取り組み 

12. ・国際 NGOの理念と活動実態：コミュニティを基盤とする取り組み 

13. ・国際 NGOの課題：ディスカッション   

14. ・国際 NGOの役割：ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の講義内容については,集中して取り組むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

試験を受けるためには,講義への 10 回以上の参加を要します。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西川潤、2008、『データブック 貧困』、岩波書店 

2. 鈴木弥生、2016、『バングラデシュ農村にみる外国援助と社会開発』、日本評論社 

その他の文献については講義時に適宜紹介しますので、各自入手して読みこなすようにしてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC111／国際ＮＧＯ論 

(International Non-Governmental Organizations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

貧困の発生要因について理解を深める。そのうえで、コミュニティを基盤として活動して

いる国際 NGOの理念と活動実態、また、国際 NGO の役割について思考する。 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

貧困の発生要因や途上国で生活する貧困層の well-being 実現について思考する。また，途上国で生活する人々と我々のつなが

りについて理解する。そのうえで，コミュニティを基盤として活動している国際 NGOの理念および活動実態，そして国際 NGOの

役割について理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際的な視野から社会問題をとらえ，コミュニティを基盤として活動している国際 NGOの理念と活動実態，また，そこでの課題等

について学ぶ。そのうえで，国際 NGOの役割について分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・国際 NGO論とは 

・第 1 回目に講義の進め方や用語の定義について説明するので,関心のある学生は必ず参加すること 

2. ・NGOの定義  

3. ・welfare から well-being へ 

4. ・貧困とは何か  

5. ・貧困の発生要因 

6. ・大規模開発による弊害について 

7. ・近代化論と内発的発展論 

8. ・マザーテレサの理念 

9. ・内発的発展論の展開 

10. ・国際 NGOの理念と活動実態：コミュニティを基盤とする取り組み 

11. ・国際 NGOの理念と活動実態：コミュニティを基盤とする取り組み 

12. ・国際 NGOの理念と活動実態：コミュニティを基盤とする取り組み 

13. ・国際 NGOの課題：ディスカッション   

14. ・国際 NGOの役割：ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の講義内容については,集中して取り組むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

試験を受けるためには,講義への 10 回以上の参加を要します。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西川潤、2008、『データブック 貧困』、岩波書店 

2. 鈴木弥生、2016、『バングラデシュ農村にみる外国援助と社会開発』、日本評論社 

その他の文献については講義時に適宜紹介しますので、各自入手して読みこなすようにしてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC115／現代コミュニティ論 

(Theory of Modern Community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会における排除と包摂 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市における社会的出来事に関心を持ち，諸事例の検討を通してコミュニティや福祉に関わる課題についての理解を深め，その

課題を論じることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学の視点から福祉に関わる事例をもとにこんにちのコミュニティの課題を論じる。都市生活における匿名性と異質性は，伝統

社会における個人生活の抑圧に対して，個人を自由へと解放する都市の特性としてみなされてきた。だがこのような都市生活の

特性が，地域社会からの排除や人々の孤立をもたらすことがある。人々の地域に関わる意識や課題についての具体的事例を紹

介し、こんにちのコミュニティを問うことの意義などについて講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニティと社会学 

3. 社会福祉とコミュニティ 

4. 排除する共同性 

5. 閉ざされた地域社会 

6. NIMBY 

7. 「迷惑施設」論 

8. 地域社会コンフリクト 

9. 日常性のなかの権力 

10. 包摂するコミュニティ 1 

11. 包摂するコミュニティ 2 

12. 多文化社会とコミュニティ 1 

13. 多文化社会とコミュニティ 2 

14. 多文化福祉社会の形成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は Blackboardを利用することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席を兼ねたリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂田周一監修、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18413-8) 

2. 坂田周一監修、2014、『コミュニティ政策学入門』、誠信書房 (ISBN:ISBN978-4-414-60332-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 226 - 

■IC120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC120／コミュニティと宗教 

(Communities in Connection with Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ福祉の源泉としてのキリスト教の根本思想を知る 

担当者名 

（Instructor） 
金井 美彦(KANAI YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教が本来持っている根本的な福祉への意志を、聖書とキリスト教の歴史から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 キリスト教はコミュニティ福祉の源泉といってもよい。そこでキリスト教の成立とその後の足取りを、特に聖書の言葉を中心に学

ぶとともに、この宗教がコミュニティ福祉にとって実際にどのような役割を果たしてきたのかを考察する。映像資料も用いる予定で

ある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 コミュニティとは何か 

2. コミュニティの起源――家族、地域社会、会社、国家 

3. 旧約聖書に見られる福祉の思想（１） 世界における人間の位置づけ 

創造と失楽園の物語 

4. 旧約聖書に見られる福祉の思想（２） 痛み、悲しみ、差別、憐みと愛 

『出エジプト記』・『レビ記』・『申命記』から 

5. 旧約聖書に見られる福祉の思想（３） イスラエル宗教共同体の社会倫理 

『箴言』にみる生活の知恵、祝祭と共同体 

6. 新約聖書に見られる福祉の思想（１） イエス・キリストの活動－隣り人となる 

7. 新約聖書に見られる福祉の思想（２） 貧困・差別・障がい・病からの救い 

8. 新約聖書に見られる福祉の思想（３） 信仰と希望と愛 新しい共同体 

信仰に基づく共同体が家族や地域を包摂する 

9. キリスト教の歴史と社会倫理（１） 人の生涯を包括し、意味づけ、支えるカトリック教会 

10. キリスト教の歴史と社会倫理（２） 教育と福祉 

病院、幼児教育、ホスピスなど 

11. キリスト教の歴史と社会倫理（３） 日本の宗教とキリスト教 

12. コミュニティ福祉の向上とキリスト教社会活動（１） 

マザーテレサの活動 

13. コミュニティ福祉の向上とキリスト教社会活動（２） 

賀川豊彦、留岡幸助、石井十次 

14. まとめ―コミュニティ福祉を支えるキリスト教の理念 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で示した資料や文献をできるだけ読む 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(30%)/出席および授業態度(20%) 

30 分以上の遅刻は原則欠席扱い。授業回数の３分の 1 を超える欠席は失格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 『聖書 新共同訳』、日本聖書協会 

授業中に提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IC125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC125／市民参加論 

(Theory of Civil Participation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPOによる市民参加―その可能性と課題― 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民参加の新しい局面である NPOの多様な広がりについて触れ，その社会的機能やマネジメントのあり方について基本的な理

解を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日，NPOは，自らオルタナティブを提示し，事業体として実践するという新しい市民参加の形態を提起している。本講義では，ビ

デオ等の視聴覚教材なども用いながら，そうした NPOの活動内容について触れ，現代社会で NPOが果たしている機能（とりわ

けコミュニティ形成）や NPOのマネジメントのあり方について，英国の事例にも触れながら，考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 市民参加とは何か 

2. NPO とは何か―サード・セクターとしての NPO 

3. 特定非営利活動促進法（NPO法）と NPO法人の現状 

4. NPO とボランティアの関係 

5. 社会的排除問題と NPO 

6. NPO固有の社会的機能とは何か 

7. NPOによるコミュニティ・エンパワーメント 

8. コミュニティ・エンパワーメントの事例（ゲスト・スピーカー） 

9. NPOマネジメントの特徴 

10. NPOの商業化と社会的企業 

11. 協働（パートナーシップ）とは何か 

12. 協働の基盤としてのインフラストラクチャー 

13. 英国の市民社会 

14. 英国におけるコミュニティ開発とインフラストラクチャー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストの該当箇所を読み，関連情報を自分なりに調べてくると講義内容をより良く理解することが可能だろう。なお，人数

にもよるが，できれば，グループ・ディスカッションも取り入れたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加状況(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田晃樹・藤井敦史・松井真理子、2010、『NPO再構築への道』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井敦史・原田晃樹・大高研道編、2013、『闘う社会的企業』、勁草書房 

2. 松本修一、1996、『共感のマネジメント』、大坂ボランティア協会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会的企業研究会の HP 

https://sse.jp.net/ 

アジア太平洋資料センターの HP 

http://www.parc-jp.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■IC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC130／地方自治論 

(Local Autonomy) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では，地方行政の基本的な仕組みを理解し，今日の自治体の現状と課題に触れながら，地方自治の概念を理解する

とともに，自治体が直面する課題を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちは，日常生活のあらゆる場面で政府の行政サービスや規制に接している。しかも，日本の場合，その大半は自治体を通

じて行われている。それはなぜなのか。また，そもそも「自治」とは何か。この授業を通じて，自治体行政とそれを取り巻く政策動

向について理解を深めるとともに，自治とデモクラシーの関係について考えてみる。なお，近年，「ガバナンス論」といわれる改革

の潮流とあいまって，行政の果たすべき役割やコミュニティのあり方が改めて問われつつある。授業の後半ではこうした流れにも

言及したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 政府はなぜ必要なのか 

3. 自治の意義と社会統合 

4. ケーススタディ：地方自治と福祉再分配 

5. 地方自治を捉える視角①：国と地方の関係－日本は集権国家か－ 

6. 地方自治を捉える視角②：都道府県と市町村の関係－広域自治体は自治の防波堤か、国の出先か－ 

7. 地方自治を捉える視角③：市町村と住民の関係－法令に則した政策と住民参加による政策をどのように両立させるか 

8. 地方自治を捉える視角④：地方自治体の区域・規模－地方自治体の適正規模とは－ 

9. 地方自治を捉える視角⑤：公的サービスの社会的分担関係－公的サービスを民間がどこまで担うべきか 

10. 地方自治体の政策過程の実際（1） 

11. 地方自治体の政策過程の実際（2） 

12. 地方自治体の政策をめぐる論点①：イギリスの事例から考える 

13. 地方自治体の政策をめぐる論点②：イギリスの事例から考える 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義レジュメで紹介する関連文献を予習・復習に利用して欲しい。また，関連する授業科目（政策学の基礎知識，市民参加論，地

方財政論など）を受講しておくのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業での発言等の貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／リサーチ方法論１ 

(Research Methods 1) 

担当者名 

（Instructor） 
阪口 毅(SAKAGUCHI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・自ら問いをたて、仮説を設定し、調査を企画・実施することができる。 

・質問文や選択肢に配慮しながら、調査票を作成することができる。 

・調査データの入力・集計を適切に行うことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、社会調査の基本的事項をすでに学んだ学生を対象に、調査の企画・実施からデータの収集・分析に至るまでのプロ

セスを実習形式で解説する。授業は、量的調査の基本的な手法などに関する講義部分と、調査票を用いた小規模な調査を実践

する実習部分から成り立っており、社会調査の一連のプロセスを体験してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション──実習の構成・見取り図 

2. 社会調査の実施方法（1）──量的調査の企画・設計と調査票の配布・回収法 

3. 社会調査の実施方法（2）──全数調査・標本調査とサンプリング 

4. 量的調査の企画と設計（1）──仮説をたてる 

5. 量的調査の企画と設計（2）──調査設計のポイント 

6. 調査票の作成（1）──質問文・選択肢のつくり方 

7. 調査票の作成（2）──調査票作成における注意点 

8. 調査票の作成（3）──プリテストと調査票の検討 

9. 調査票の作成（4）──調査票の完成 

10. 実査──調査票の配布・回収 

11. 調査データの入力・集計（1）──データの入力と整理 

12. 調査データの入力・集計（2）──単純集計と度数分布 

13. 調査データの入力・集計（3）──2 変数のクロス集計表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示された作業が時間内に終わらなかった場合には、翌週までに進めてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への実質的な参加(30%)/授業内での課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業では配付資料を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷信介・他、2013、『新・社会調査へのアプローチ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC140／政策学の基礎知識 

(General Introduction to policy studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政策の原理と思考 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 慎弐(ITO SHINSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標は，政策（学）を理解する上で必要な知識・考え方の基礎を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では，政策の形成から実施・評価に至るまでの一連の流れ，政策分析に必要な思考と具体的な分析枠組みや理論について

解説し，政策（学）の置かれている現状と課題について触れる。後半では，公共サービス論，政策立案の考え方，について説明し

た上で，個別の政策について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 政策（学）の基礎概念 

3. 統治機構 

4. 政策リサーチの基礎１ 

5. 政策リサーチの基礎２ 

6. 政策の理論 政策決定 

7. 政策の理論 政策実施１ 公共サービスの提供 

8. 政策の理論 政策実施２  市場と政府 

9. 政策の理論 評価    

10. 政策思想と価値   

11. 政策における不確実性とリスク 

12. 政策立案の技法１ 

13. 政策立案の技法２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の出席と毎時の復習が単位修得の近道である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(10%)/教員からの質問に対する回答(10%) 

平常点が０％の場合，単位取得は困難です。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

新川達郎編『政策学入門』（法律文化社 2013 年） 

足立幸男・森脇俊雅編『公共政策学』（ミネルヴァ書房 2003 年） 

真山達志編著『政策実施の理論と実像』（ミネルヴァ書房 2016年）他は講義時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC145／社会政策 

(Social Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
三宅 雄大(MIYAKE YUDAI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・社会政策の基本的な知識を理解し、説明できるようになること 

・上記の知識に基づいて、現実の社会政策を批判的に検討できるようになること 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会政策（Social Policy）とは、市民の福祉を支えることを直接の目的とした諸政策である――例えば、所得保障、雇用、教育、

保健・医療、住宅など。そして、これら社会政策は、私たちの生活に密接にかかわっている。 

 

 本講義では、社会政策に関する基本的な知識の習得、ならびに、社会政策を批判的に検討できるようになることを目標とする。

具体的には：（1）社会政策の概念、歴史、対象、方法などに関する基本的な知識；（2）個別的な制度・政策の概要（仕組み、動

向）；（3）社会政策の現代的課題を紹介する。 

 

 最終的に、講義参加者には、「当事者」として社会政策の課題や必要な改善策を批判的に検討できるようになってほしい。 

 

※授業計画は、参加者の関心、進捗状況によって変更する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会政策／社会福祉とは何か 

2. 基本概念（1）：供給主体論／供給客体論 

3. 基本概念（2）：供給資源論／供給空間論 

4. 基本概念（3）：供給方法論 

5. 福祉国家 

6. 社会政策の近現代史 

7. 雇用保障：労働保険／規制 

8. 所得保障（1）：公的扶助 

9. 所得保障（2）：社会手当／年金保険 

10. 健康保障：医療保険 

11. 自立保障（1）：住宅 

12. 自立保障（2）：教育 

13. グローバル化と社会政策 

14. 新しい社会政策：ワークフェア／アクティベーション／ベーシック・インカム 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本講義は、パワーポイント及び配布資料に基づき進めていく。参考文献の該当箇所は事前に通読しておくことが望ましい。ま

た、講義終了後には、参考文献を再読することに加え、関心を持ったこと（概念、制度など）を調べてほしい。 

 

 なお、具体的な制度をとりあげる際には、事前にレポート（授業課題）を提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業中に指示する予習レポート(30%)/コメントペーパー(20%) 

本講義では、期末レポートのほかに、予習レポート（3 回程度を予定）を提出してもらう。また、毎回の講義終了時にコメントペーパ

ーを提出してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 武川正吾、2011、『新版 福祉社会』、有斐閣 (ISBN:9784641124066) 

2. 椋野美智子/田中耕太郎、2017、『第 14 版 はじめての社会保障』、有斐閣 (ISBN:9784641220935) 
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3. 圷 洋一/堅田 香緒里/金子 充/西村 貴直/畑本 裕介、2011、『社会政策の視点―現代社会と福祉を考える』、法律文化社 

(ISBN:9784589033741) 

その他の関連する参考文献は、授業時間内に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC150／経営組織論 

(Organizational Management) 

担当者名 

（Instructor） 
中島 智人(NAKAJIMA TOMOHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の基本的な構成要素のひとつである ｢組織｣ について､その基本的な概念・知識をみにつける。 さらに獲得した概念・

知識を、具体的な組織のさまざまな行動の考察に応用できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では､ ｢組織｣ というものの基本的な理解から始まり､ その行動や構造､ 発展のメカニズムを明らかにする｡ 授業では

営利組織である企業だけではなく､ 政府・自治体や非営利組織 (NPO) など幅広い組織を取り上げ､ 営利・非営利､ 官・民など

異なる組織の比較からそれぞれの特徴を明らかにし､ 多様な組織についての理解をすすめる｡授業は、基礎的な概念・知識に対

する講義とともに、担当教員と受講者、あるいは受講者同士のディスカッションによって進める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：組織とは何かについて､ その基本的な理論について身近な組織を題材に考える｡  

2. マクロ組織論の概要：近代化と組織の果たした役割について考察する｡  

3. システムとしての組織：実際の組織の事例から、組織の近代化の意味を考える。 

4. 組織と環境：組織と環境との関係について､ 事例をもとに考察する｡  

5. 組織構造：組織の構成要素と組織構造の類型について考える｡  

6. 組織と戦略：組織と戦略との関係について考え､ 具体的な企業行動にあてはめる｡  

7. ミクロ組織論の概要：組織の中の個人・グループの行動について考える｡  

8. リーダーシップとモチベーション：リーダーシップおよびモチベーションの理論を紹介し､ さまざまな理論を具体的な事例にあ

てはめて理解する｡  

9. 集団の意思決定：集団における意思決定にかかわる理論について理解する｡  

10. 集団の中のリーダーシップ：映画 ｢十二人の怒れる男｣ を題材に､ リーダーシップと集団での意思決定について考える｡  

11. 組織文化と組織学習：さまざまな組織文化を紹介し､ 組織文化の果たす役割について考え､ また､ 組織学習の意義につ

いて理解する｡  

12. 非営利組織 (NPO) の理解：非営利組織の特徴について､ 組織論の立場から理解する｡  

13. 社会的企業の理解：社会的企業（ソーシャルエンタープライズ）を、純粋な営利組織・非営利組織との対比から理解する。 

14. 現代社会における組織：講義全体を振り返り､ 現代社会において組織論を学ぶことの意義について考える｡  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日ごろから､ 新聞や雑誌などに目を通し､ 企業､ 非営利組織(NPO) ､ 国・自治体といった現代社会の組織について､ 基本的な

行動を把握するよう努めること｡ 

また授業外学習として、毎回の授業時に、当該授業であつかった内容にかかわる事例について考察するよう指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/授業への参加・貢献(15%)/課題(15%) 

課題の詳細は、授業中に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 桑田耕太郎、田尾雅夫、2010、『組織論 補訂版』、有斐閣 (ISBN:4641124124) 

2. 野田稔、2005、『組織論再入門―戦略実現に向けた人と組織 のデザイン』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478430225) 

3. リチャード L.ダフト、2002、『組織の経営学―戦略と意思決定を支える』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478430209) 

4. 金井壽宏、1999、『経営組織』、日本経済新聞出版社 (ISBN:4532105374) 

5. 榊原清則、2013、『経営学入門（上）第 2 版』、日本経済新聞出版社 (ISBN:4532112826) 

6. 榊原清則、2013、『経営学入門（下）第 2 版』、日本経済新聞出版社 (ISBN:4532112834) 

7. 田尾雅夫、吉田忠彦、2009、『非営利組織論』、有斐閣 (ISBN:4641123896) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義では、パワーポイントを仕様する。その他、印刷物（新聞・雑誌など）や映像資料も適宜利用する。授業では、学生に対する

質問も行う。そのため、学生の積極的な授業への参加を期待する。 

資料の配布は、授業内で行うほか、Blackboard も使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC155／コミュニティと文化 

(Culture and Community Formation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化政策に活かすコミュニティ・ファシリテーション 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティの生成・維持・発展を促す政策のプランと実施において、「文化」が果たす役割を学び、それをもとにしてコミュニティ政

策の現場に活用できるアイデアを創出する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の場もひとつのコミュニティであることをふまえ、講義の中で次の１〜５のアクションを実施する。１−出会い、２−親密さの育

成、３−相互理解、４ープロジェクトの計画と実施、５−振り返り。「文化」（集団が共有する思考と行動の様式、またそれが表現さ

れたシンボル等）に焦点をあて、それがコミュニティ政策に果たす機能について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化政策における「文化」概念について 

2. 文化政策における「文化」の機能とその射程 

3. コミュニティの生成・維持・発展と文化政策 

4. コミュニティ・ファシリテーションの実際１ー出会いを深める自己紹介 

5. コミュニティ・ファシリテーションの実際２ー相互理解のための「聴きあい」 

6. コミュニティ・ファシリテーションの実際３ー他者を紹介するワーク 

7. コミュニティ・ファシリテーションの実際４ー「いま・ここ」の価値を探す 

8. コミュニティ・ファシリテーションの実際５ー人の魅力と場所の魅力 

9. コミュニティ・ファシリテーションの実際６ーキャンパスの魅力スポット探し 

10. コミュニティ・ファシリテーションの実際７ー新座キャンパス紹介動画作成（１） 

11. コミュニティ・ファシリテーションの実際８ー新座キャンパス紹介動画作成（２） 

12. コミュ二ティ・ファシリテーションの実際９ー動画作品の相互評価・講評 

13. 文化政策としての共同プロジェクトの意義 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の場もまたコミュニティです。予習・復習は、講義で紹介する関連図書に目を通したり、ふだん足を運ばないキャンパス内の

各スポットを訪ねてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題 1 自己紹介シート作成(10%)/授業内課題 2 クラスメイト紹介記事作成(10%)/授業

内課題 3 グループワーク 学内紹介動画作成(20%)/授業内課題 4  リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 237 - 

■IC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC156／文化政策 

(Cultural Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化政策に活かすコミュニティ・ファシリテーション 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティの生成・維持・発展を促す政策のプランと実施において、「文化」が果たす役割を学び、それをもとにしてコミュニティ政

策の現場に活用できるアイデアを創出する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の場もひとつのコミュニティであることをふまえ、講義の中で次の１〜５のアクションを実施する。１−出会い、２−親密さの育

成、３−相互理解、４ープロジェクトの計画と実施、５−振り返り。「文化」（集団が共有する思考と行動の様式、またそれが表現さ

れたシンボル等）に焦点をあて、それがコミュニティ政策に果たす機能について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化政策における「文化」概念について 

2. 文化政策における「文化」の機能とその射程 

3. コミュニティの生成・維持・発展と文化政策 

4. コミュニティ・ファシリテーションの実際１ー出会いを深める自己紹介 

5. コミュニティ・ファシリテーションの実際２ー相互理解のための「聴きあい」 

6. コミュニティ・ファシリテーションの実際３ー他者を紹介するワーク 

7. コミュニティ・ファシリテーションの実際４ー「いま・ここ」の価値を探す 

8. コミュニティ・ファシリテーションの実際５ー人の魅力と場所の魅力 

9. コミュニティ・ファシリテーションの実際６ーキャンパスの魅力スポット探し 

10. コミュニティ・ファシリテーションの実際７ー新座キャンパス紹介動画作成（１） 

11. コミュニティ・ファシリテーションの実際８ー新座キャンパス紹介動画作成（２） 

12. コミュ二ティ・ファシリテーションの実際９ー動画作品の相互評価・講評 

13. 文化政策としての共同プロジェクトの意義 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の場もまたコミュニティです。予習・復習は、講義で紹介する関連図書に目を通したり、ふだん足を運ばないキャンパス内の

各スポットを訪ねてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題 1 自己紹介シート作成(10%)/授業内課題 2 クラスメイト紹介記事作成(10%)/授業

内課題 3 グループワーク 学内紹介動画作成(20%)/授業内課題 4  リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC200／政策科学 

(Public Policy Science) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 誠一郎(FUJII SEIICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政策決定についての基本的な知識の習得を目標とする。 

また、事例を分析していくことができる資質を身に付けることも目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政策の過程を段階的・直線的に捉えると、アジェンダ設定→政策案策定→決定→実施→評価といった流れで展開されていくこと

になる。本講義では、アジェンダ設定から政策の決定段階までを講義の対象として、それらの過程において存在する理論的な枠

組みや分析手法について講義していく。抽象的な議論の中にも時事的な話題を入れながら授業を進めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 政策科学とは 

3. 政策科学の誕生とあゆみ 

4. 政策とは何か 

5. 政策問題の認識① 

（政策問題の複雑性） 

6. 政策問題の認識② 

（政策問題の構造化） 

7. 政策案の設計① 

（アジェンダ設定） 

8. 政策案の設計② 

（アジェンダ設計から政策決定へ） 

9. 政策の決定① 

（合理的意思決定、PPBS、OR） 

10. 政策の決定② 

（限定合理性） 

11. 政策決定と利益 

12. 政策決定と制度 

13. 政策決定とアイディア 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献等で関連する項目を調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 外山公美編、2016、『行政学 第２版』、弘文堂 (ISBN:978-4335002229) 

2. 外山公美他著、2014、『日本の公共経営』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0423-1) 

3. 秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉著、2015、『公共政策学の基礎 新版 』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18428-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語は他の受講生の迷惑となりますので、注意してもやめない場合は退室を指示します。 

授業の進捗状況からみて必要なとき、あるいは重大なトピックがあった時には、授業計画を変更することがあります。 
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注意事項（Notice） 
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■IC205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC205／福祉政策 

(Welfare Policies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活を支える制度は（いかにして）可能か 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①日本の福祉制度について、それぞれの制度がどのようなリスクに対応して設計されているのかに注意しながら理解する。 

②日本の福祉制度の特徴を国際比較・歴史の視点から理解する。 

③日本の福祉制度の課題と解決策を論理的に考える力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々なリスクへの対応として制度が設計されることを理解したうえで、現在の制度設計の限界があることを理解する。 

そのうえで、制度が成立した要因を踏まえ、今後の福祉制度の課題・解決策を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活を支える制度の見取り図 

2. 福祉制度の国際比較 

3. 必要充足のアプローチ 

4. 制度編①：医療保険 

5. 制度編②：介護保険 

6. 制度編③：年金 

7. 制度編④：障害者福祉 

8. 制度編⑤：最低生活保障 

9. 制度による生活の支援：障害者の生活から考える① 

10. 制度による支援の限界：障害者の生活から考える② 

11. 福祉制度の歴史 

12. 展望編①：人口と福祉制度 

13. 展望編②：仕事と家族と福祉 

14. 展望編③：福祉制度とソーシャルワーク 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示した文献を含めて幅広い読書をし、予習・復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席・リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 椋野美智子・田中耕太郎、『はじめての社会保障』、有斐閣 

2. 平岡公一・杉野昭博・所道彦・鎮目真人、2011、『社会福祉学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05376-2) 

その他参考文献は、適宜授業中に指示する。 

※『はじめての社会保障』は、版が変わる可能性があるので注意してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

質問などは、以下のメールまで。 

harada.rikkyo.fukushiseido(at)gmail.com 

※ (at) は @ に置き換えて下さい． 

 

注意事項（Notice） 



 - 241 - 

■IC206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC206／福祉制度論 

(Welfare System) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活を支える制度は（いかにして）可能か 

担当者名 

（Instructor） 
原田 玄機(HARADA GENKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①日本の福祉制度について、それぞれの制度がどのようなリスクに対応して設計されているのかに注意しながら理解する。 

②日本の福祉制度の特徴を国際比較・歴史の視点から理解する。 

③日本の福祉制度の課題と解決策を論理的に考える力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々なリスクへの対応として制度が設計されることを理解したうえで、現在の制度設計の限界があることを理解する。 

そのうえで、制度が成立した要因を踏まえ、今後の福祉制度の課題・解決策を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活を支える制度の見取り図 

2. 福祉制度の国際比較 

3. 必要充足のアプローチ 

4. 制度編①：医療保険 

5. 制度編②：介護保険 

6. 制度編③：年金 

7. 制度編④：障害者福祉 

8. 制度編⑤：最低生活保障 

9. 制度による生活の支援：障害者の生活から考える① 

10. 制度による支援の限界：障害者の生活から考える② 

11. 福祉制度の歴史 

12. 展望編①：人口と福祉制度 

13. 展望編②：仕事と家族と福祉 

14. 展望編③：福祉制度とソーシャルワーク 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示した文献を含めて幅広い読書をし、予習・復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席・リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 椋野美智子・田中耕太郎、『はじめての社会保障』、有斐閣 

2. 平岡公一・杉野昭博・所道彦・鎮目真人、2011、『社会福祉学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05376-2) 

その他参考文献は、適宜授業中に指示する。 

※『はじめての社会保障』は、版が変わる可能性があるので注意してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

質問などは、以下のメールまで。 

harada.rikkyo.fukushiseido(at)gmail.com 

※ (at) は @ に置き換えて下さい． 

 

注意事項（Notice） 
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■IC210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC210／健康政策 

(Health Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
柳川 尚子(YANAGAWA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
スポーツウエルネス学科用科目コード ID240 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体活動・運動を中心とした我が国の健康づくり政策の概要とその意義を学び、国民の健康で豊かな生活を支える政策の過程

を分析・判断できる基本的な力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

配布資料に基づき、等身大の健康課題からその動向や背景を解説していく。また、健康づくりの現場の声を聞いたり、健康づくり

に関する施策を調査・発表することにより、理解を深める｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 健康政策アウトライン 

2. 日本が誇る医療保険制度の概要 

3. 我が国の健康施策の変遷～感染症から生活習慣病対策へ 

4. メタボリックシンドロームと特定健診・特定保健指導 

5. データで見る日本の健康格差 

6. 身体活動の効果とアクティブガイド 

7. たばこをめぐる攻防 

8. 健康日本 21（第二次） 

9. 健康日本 21（第二次） 調査プレゼンテーション 

10. ロコモティブシンドロームと認知症 

11. 超高齢社会を支える介護保険制度 

12. 地域包括ケアシステムの思想 

13. 障がい者のスポーツと健康づくり 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提供する資料・情報等をもとにした健康づくり政策に関する調査および発表の制作 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で行う調査発表(20%)/毎授業時のテーマに関する小テスト(40%) 

2／3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式だが、毎授業、学生への質問を活発に行う。また学生からのプレゼンテーションおよび

それにともなうディスカッションも予定しているので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC215／スポーツ政策 

(Sports Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツプロモーションの視点からスポーツ政策を考える 

担当者名 

（Instructor） 
菊 幸一(KIKU KOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
スポーツウエルネス学科用科目コード ID235 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツに対する政策の社会科学的なとらえ方，およびその歴史的展開と現代社会におけるスポーツ政策の特徴や課題につい

て，スポーツプロモーションの視点から理解する。この科目は，専門基幹科目という科目群のひとつである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

配布資料に基づいて政治や政策の概念を説明し，スポーツに対する政策のフレームを講義する。また，「スポーツとグローバリゼ

ーション」あるいは「戦後日本のスポーツ政策」といった観点からスポーツ政策にかかわるトピックスを紹介し，歴史的な経緯や現

代社会のスポーツ政策の特徴および課題を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的，内容，方法，評価等の説明 

2. スポーツ「政策」の概念；政治と政策の関係から行政施策と政策の違いを考える 

3. スポーツ政策はどこにみられるか 

4. 社会のなかのスポーツ政策；スポーツ禁止の歴史、ギャンブルとしてのスポーツ 

5. 禁止されるスポーツの状況；ビデオ学習（小レポート）スポーツは本来、どのような文化であったのか 

6. スポーツのグローバリゼーションとスポーツ政策の意義（テキスト予習レポート準備） 

7. 体育政策としての日本のスポーツ政策概念の課題 

8. 諸外国のスポーツ政策の基本的考え方と動向（１）；ヨーロッパ 

9. 諸外国のスポーツ政策の基本的考え方と動向（２）；北米とアジア 

10. 戦後日本のスポーツ政策の特徴と課題（１）；～1990 年代まで 

11. 戦後日本のスポーツ政策の特徴と課題（２）；「スポーツ振興基本計画」 

12. 総合型地域スポーツクラブの政策的課題；ビデオ学習（小レポート）ヨーロッパの総合型から何を学ぶか 

13. 現代社会におけるスポーツ政策の課題（１）；「スポーツ基本法」「スポーツ基本計画」の成立と特徴 

14. 現代社会におけるスポーツ政策の課題（２）；「スポーツ宣言日本」の意味するもの 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布された資料内容を授業進行に合わせて予習する。2 回程度予習レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義内での小レポートおよび予習レポート(40%) 

単位修得のためには，いかなる欠席事由があろうと 70％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

こちらで用意したテキスト資料を随時，配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菊幸一ほか編著、2011 年, 3,500 円＋税、『スポーツ政策論』、成文堂 (ISBN:978-4-7923-8067-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）配布資料をテキストとする板書講義を中心とするが，随時，視覚（ビデオ）教材を用いる。 

2）受講人数によっては，予習レポートに基づく小グループによるテーマ・ディスカッションを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC220／国際経済論 

(International Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
開発援助の現状とグローバル社会における新たな課題 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 清貴(TAKAHASHI KIYOTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テーマに関して、以下の力を身につけることを授業の目標とする。 

１）貧困、人権、環境、紛争をめぐる国際協力援助の歴史、理論及び制度について理解し、それを概説することができる。 

２）開発援助の現状について理解し、政策と現場の両方の観点から分析・考察を加えて、説明することができる。 

３）地球規模課題の深刻化と国際政治経済情勢の変化を踏また上で、開発援助の役割を批判的考察し、これからの開発援助に

向けて市民がとるべき行動について提案することができる。 

４）開発援助の前提にある「開発」という概念を批判的に考察し、私たちの暮らしの見直しを含めて、地球規模課題の解決に向け

て市民としてできることを提案し、行動することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の冷戦下で始まった国際協力・国際援助の歴史とその中で生み出されたきた多様な開発援助理論について学び、変遷する

国際条理の下で開発援助（特に ODA）が何をどのように行われたきたか、その現状を外交政策上の観点及び現場における援助

効果の観点の両方から分析できるようになる。また、それを踏まえてこれからの開発援助のあり得べき形について批判的検討を

加え、その改革のために具体的に行動する力を養うことを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：私と開発援助の接点 

2. 政府開発援助とは何か：ODAの基礎知識 

3. 『新・国際経済入門』を読む（１）：進行するグローバリゼーション下の世界経済 

4. 『新・国際経済入門』を読む（２）：地球経済のベーシックス 

5. 『新・国際経済入門』を読む（３）：南北問題の動向、グローバル軍事化、日本の選択 

6. 『新・国際経済入門』を読む（４）：まとめ（流動化する国際経済の下で ODAはどうあるべきか？） 

7. 開発援助の課題と新たな潮流（１）：人間の安全保障と平和構築 

8. 開発援助の課題と新たな潮流（２）：アフリカの課題と開発援助の役割 

9. 開発援助の課題と新たな潮流（３）：援助効果と開発効果 

10. 開発援助の課題と新たな潮流（４）：ODAの軍事化と日本の平和主義 

11. 開発援助の課題と新たな潮流（５）：持続可能な開発目標（SDGs） 

12. 開発援助の新しい潮流（６）：官民連携と市民社会の役割 

13. 私の援助批評：学生発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

期末ならびに中間レポートに備えて、各々で教育、貧困、保健、紛争、環境など課題（テーマ）を決めて、新聞・雑誌・ネット等で得

られる情報をまとめておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート（2 回）(30%)/最終発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西川潤、2014、『新・世界経済入門』、岩波書店 (978400431482) 

第 3 回〜第 6 回で使用。他の回は随時レジュメかパワーポイントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

最初の授業でブックリストを提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IC225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC225／地方財政論 

(Local Public Finance) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 雅人(MIYAZAKI MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修者が日本の地方財政に関する知識を習得し、地方財政に関する様々な問題について考えることができるようになることを目

標とします。  

 

授業の内容（Course Contents） 

財政の主体である政府は中央政府と地方政府という多段階の政府によって構成されています。地方財政は国の財政のように単

一の主体ではなく、複数の地方政府の財政をあらわすものです。これら地方政府の経済活動を分析するのが地方財政論です。

本講義では日本における地方財政の特質を踏まえつつ、地方予算、地方経費、地方収入（地方税・国庫支出金・地方交付税）、

地方債などの制度や、地方財政の基礎的理論について解説します。また、地方財政の分野において社会的な関心が高い問題を

取り上げます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国と地方の財政関係 

2. 地方自治体の予算制度 

3. 地方歳出の分類と分析 

4. 地方税の体系と原則 

5. 種々の地方税 

6. 国庫支出金 

7. 地方交付税 

8. 地方債 

9. 国民健康保険制度 

10. 介護保険制度 

11. 生活保護制度 

12. 地域間格差と地方財政 

13. 講義のまとめ（1） 

14. 講義のまとめ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回にお話しします。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー・講義中に指示した提出物等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小西砂千夫、2009 年、『基本から学ぶ地方財政』、学陽書房 

2. 神野直彦、2007 年、『財政学（改訂版）』、有斐閣 

3. 神野直彦・小西砂千夫、2014年、『日本の地方財政』、有斐閣 

4. 中井英雄他、2010 年、『新しい地方財政論』、有斐閣 

5. 沼尾波子他、2017 年、『地方財政を学ぶ』、有斐閣 

6. 林健久編、2003 年、『地方財政読本』、東洋経済 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC230／ライフサイクルの心理学 

(Psychology of the Life Cycle) 

担当者名 

（Instructor） 
木内 理恵(KIUCHI RIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ライフサイクルを通した人間の心の発達プロセスと支援の方法について，臨床心理学の視点から理解することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間のパーソナリティは，生物学的能力の発達に加え，個人を取り巻く社会・環境・関係性などの要因によって発達することを知

る。特に青年期までを中心に，年齢段階ごとの発達課題，起こりやすい心の問題・病理について学びながら，臨床心理学に基づ

く支援方法について考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ライフサイクルの心理学とは 

2. 胎児期～個人のライフサイクルが始まる前の文脈 

3. 乳幼児期～対象関係・認知の発達 

4. 児童期 1～ルールのある集団生活への適応 

5. 児童期 2～仲間と出会うこと・自己肯定感を感じること 

6. 思春期・青年期 1～心身の変化と混乱・自立への助走 

7. 思春期・青年期 2～自分が「自分」になる・職業選択 

8. 成年期初期～パートナーと家庭生活を築くこと 

9. 成年期中期（中年期）～成熟すること・抱えていくこと 

10. 成年期後期（老年期）～役割の喪失・衰えと死の受容 

11. トピック１（例：発達障害・虐待・不登校・いじめ・復職支援・DVなど、その他学生の希望が多いもの） 

12. トピック 2（例：自傷行為・性同一性障害・人格障害・うつ・統合失調症・自殺など、その他学生の希望が多いもの） 

13. ライフイベントとライフサイクル 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じ，授業時に提示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義ごとのリアクションペーパー(20%) 

最終授業時に，論述問題中心の筆記試験を行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。講義で詳細なレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

講義内にて随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを利用した講義形式で、映像資料なども適宜活用します。基本的に講義形式が中心ですが、必要に応じて実習

（ワークシート記入後、周囲の学生と意見交換するなど）を行う予定です。 

授業で使用したパワーポイントは、配布資料として試験前に Blackbordに掲載します。但し、試験のヒントやパワーポイント以外

の配布資料など、一部の資料は授業出席時のみ配布とします。 

毎回の授業後にリアクションペーパーを記入する機会を設けていますが、提出は各自の任意です。提出されたリアクションペーパ

ーの内容は、次回の授業冒頭で匿名にて受講者全体にフィードバックされます。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC235／少年非行論 

(Juvenile Delinquency) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
個人の権利と福利、人々の共存、コミュニティの平和を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本や世界で生じている逸脱行動や紛争のいくつかの現況と対応の仕組みを知り、「社会正義」の在り方について考え、異なる

背景をもつ多様な人々の福利を実現し、社会で共存していくための方策について考える力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本や世界で生じている逸脱行動や紛争のうちからいくつかを選び、その現況と背景を示す。また、「社会正義」の在り方につい

て考察する。さらに、逸脱行動や紛争を修復する仕組みを示し、その実績と限界を理解する。その上で、個人の共存と社会の平

和を実現していく方策について、検討する。なお、適宜、現場の実践家や専門家を招へいして、現実に根ざした学習をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本や世界で生じている逸脱行為やと紛争の現実と背景について、確認する 

2. 人間の本性と生存本能、社会の必要性を踏まえ、「社会契約論」の趣旨と意義を確認する 

3. 日本国憲法、国際人権規約の概要を確認し、「社会正義」について考える 

4. 司法の専門家の講話を聴いて、法曹の視点からの「正義」を知る 

5. 難民に関する海外のドキュメンタリーDVD を視聴し、難民問題の現実を知る 

6. 海外の「難民問題」への対応策を通じて、「人権」、「公益」、「社会の安全」のバランスを考える 

7. 臨床心理学者の講話を通じて、日本で生じている逸脱行動の背景と意味を知る 

8. 発達障害のある少年の逸脱行動に関する海外のドキュメンタリーDVD の視聴を通じて、当事者と利害関係者の「人権」と

「共存」について考える 

9. 解決の方策１ — 民事司法、刑事司法のしくみを知る 

10. 紛争解決の方策２ — 裁判外紛争解決方法、修復的司法を知る 

11. 紛争解決の方策３ — NGOやフリースクールの貢献を知る 

12. 認知症高齢者、障害者など責任能力が限定的な者による事故事例を通じて、社会の対応のあり方を考える 

13. 「逸脱行動」、「社会的排除」、「個人の福利」と「社会の福利」の実相について考察する 

14. 逸脱と紛争を巡る国家の責任、コミュニティの役割を考え、多様な人々が共存していくための方策と展望を考察する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から世界で生じている逸脱行動や紛争に注目していてほしい。ニュースについては、日本だけでなく世界で報道されている

ニュースも視聴してほしい。BBC News や EURO News（英語版）は、ネットを通じて無料で配信されている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/リアクションペーパー(10%) 

履修学生に時折リアクションペーパーを書いてもらい、成績評価と授業運営の参考とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西崎文子・武内進一、2016、『紛争・対立・暴力』、岩波書店 (ISBN9784005008421c0236) 

2. エマニュエル・トッド、2016、『シャルリとは誰か？』、文藝春秋 (ISBN97846610549C0298) 

3. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か 民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社 (ISBN:ISBN978-4-12-102410-7) 

授業の中で、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC236／逸脱と紛争の修復 

(Restoring Conflict and Deviation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
個人の権利と福利、人々の共存、コミュニティの平和を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本や世界で生じている逸脱行動や紛争のいくつかの現況と対応の仕組みを知り、「社会正義」の在り方について考え、異なる

背景をもつ多様な人々の福利を実現し、社会で共存していくための方策について考える力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本や世界で生じている逸脱行動や紛争のうちからいくつかを選び、その現況と背景を示す。また、「社会正義」の在り方につい

て考察する。さらに、逸脱行動や紛争を修復する仕組みを示し、その実績と限界を理解する。その上で、個人の共存と社会の平

和を実現していく方策について、検討する。なお、適宜、現場の実践家や専門家を招へいして、現実に根ざした学習をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本や世界で生じている逸脱行為やと紛争の現実と背景について、確認する 

2. 人間の本性と生存本能、社会の必要性を踏まえ、「社会契約論」の趣旨と意義を確認する 

3. 日本国憲法、国際人権規約の概要を確認し、「社会正義」について考える 

4. 司法の専門家の講話を聴いて、法曹の視点からの「正義」を知る 

5. 難民に関する海外のドキュメンタリーDVD を視聴し、難民問題の現実を知る 

6. 海外の「難民問題」への対応策を通じて、「人権」、「公益」、「社会の安全」のバランスを考える 

7. 臨床心理学者の講話を通じて、日本で生じている逸脱行動の背景と意味を知る 

8. 発達障害のある少年の逸脱行動に関する海外のドキュメンタリーDVD の視聴を通じて、当事者と利害関係者の「人権」と

「共存」について考える 

9. 解決の方策１ — 民事司法、刑事司法のしくみを知る 

10. 紛争解決の方策２ — 裁判外紛争解決方法、修復的司法を知る 

11. 紛争解決の方策３ — NGOやフリースクールの貢献を知る 

12. 認知症高齢者、障害者など責任能力が限定的な者による事故事例を通じて、社会の対応のあり方を考える 

13. 「逸脱行動」、「社会的排除」、「個人の福利」と「社会の福利」の実相について考察する 

14. 逸脱と紛争を巡る国家の責任、コミュニティの役割を考え、多様な人々が共存していくための方策と展望を考察する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から世界で生じている逸脱行動や紛争に注目していてほしい。ニュースについては、日本だけでなく世界で報道されている

ニュースも視聴してほしい。BBC News や EURO News（英語版）は、ネットを通じて無料で配信されている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/リアクションペーパー(10%) 

履修学生に時折リアクションペーパーを書いてもらい、成績評価と授業運営の参考とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西崎文子・武内進一、2016、『紛争・対立・暴力』、岩波書店 (ISBN9784005008421c0236) 

2. エマニュエル・トッド、2016、『シャルリとは誰か？』、文藝春秋 (ISBN97846610549C0298) 

3. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か 民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社 (ISBN:ISBN978-4-12-102410-7) 

授業の中で、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC245／コミュニティ人間形成論 

(Human Development in the Community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティにおける人間の成長と発達を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人がコミュニティの中で人間として成長、発達していくことについて、その意義と課題を理論的に考察し、それを支援する実践につ

いて理解し、今後の方向性について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニティの中で人間が成長していくことを理解する理論的枠組みを示し、その枠組みに基づいて、人の成長と発展を支援する

社会の仕組みと課題を検討していく。なお、適宜、現場の実践家や当事者を招へいして、体験談を聴くことで、現実に根ざした学

びをしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会的存在としての人間の成長と発展の理論 

2. 「コミュニティでの人間形成」に関する日本の状況と課題  

3. 児童福祉法、児童の権利条約の理念と規定 

4. 「子どもの貧困」の実態、対策、課題 

5. 児童虐待の実態と背景にある社会の問題 

6. 学校現場における問題と課題 ーいじめ、紛争、学校からの早期離脱など 

7. 定時制高校やフリースクールの実践 

8. 非行の実態、対策、課題 

9. 社会的子育ての実践と課題  

10. 日本における社会的排除問題の実態と課題 

11. 世界における社会的排除問題の実態と課題 

12. 文化的背景や人種の異なる人々との共存の実態と課題 

13. パートナーシップによる社会的包摂の仕組みと実践 

14. 「コミュニティの人間形成」を巡る国家・コミュニティ・市民の責任、恊働、展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本や世界でのコミュニティを巡る出来事に関心をもっていてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/リアクションペーパー(10%) 

履修学生に時折リアクションペーパーを書いてもらい、成績評価や授業運営の参考とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC250／平和学 

(Peace Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ平和の課題，理論，歴史 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「コミュニティ平和（論）」とは何か，なぜ「コミュニティ平和なのか」について，原理的かつ具体的に考える。「コミュニティ平和」が求

められる背景と現状を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常語でもある「平和」という言葉で，どのような状態を思い浮かべるだろうか。平和を実現するために，私たちは何を考えるべき

なのだろうか。戦争がなければ平和なのだろうか。このような関心から，この授業では，第一に，なぜ「コミュニティ平和」という聞き

なれない言葉が問題となるのかについて検討する。第二に，安全，安心，排除，差別といったことに関連する具体例をとりあげ，

コミュニティの現状と課題について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニティ希求の歴史 

3. 個人化 

4. 平和学の基礎 

5. グローバル化 

6. グローバル化 

7. 前半まとめ：コミュニティ平和という考え方 

8. 事例から考える「コミュニティ平和」：安心・安全とコミュニティ 

9. 事例から考える「コミュニティ平和」：安心・安全とコミュニティ 

10. 事例から考える「コミュニティ平和」：排除と差別 

11. 事例から考える「コミュニティ平和」：排除と差別 

12. 事例から考える「コミュニティ平和」：その他 

13. その他の事例 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/コメントカードと授業態度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視覚教材を多く用いて講義する。初学者にもわかりやすい授業となるよう努めるが，授業態度には厳しくする。私語や携帯，スラ

イドの撮影などは厳禁の授業なので，そのことを自覚（理解して賛同）したうえで履修すること。また，授業の順番や内容を多少変

更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC260／エスニシティ論 

(Ethnicity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界と日本の文脈からエスニシティを考える 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 百代(SHIBUYA MOMOYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では、エスニシティという概念を整理、理解し、世界や日本のエスニシティを取り巻く諸問題について考察する基本的視点

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日の世界情勢を理解する上でエスニシティは重要な概念の一つといえる。エスニシティとは何か、ナショナリティなど近接する

概念も含めて概観する。それを踏まえつつ、エスニシティが関わる諸問題について、その社会的歴史的文脈を考慮し、日本や世

界の事例から検討する。エスニシティの意味や役割を考え、世界や社会の現状を理解する枠組みを提供する機会としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業概要と授業外学習、課題についての説明） 

イントロダクション：エスニック問題を考えるとは 

2. 概観：エスニシティ論キーワード＆理論 

3. 国内問題としてのエスニシティ（１）原/先住民族 

4. 国内問題としてのエスニシティ（２）移民、難民 

5. 国内問題としてのエスニシティ（３）旧植民地の「遺産」 

6. 国境を跨ぐ問題（１）国境線による分断 

7. 国境を跨ぐ問題（２）エスニック・ネットワーク 

8. ポストコロニアルな視点 

9. ケーススタディ１：ニュースになっている問題を掘り下げる（具体的テーマは授業開始後に決定） 

10. ケーススタディ２：ニュースになっている問題を掘り下げる（具体的テーマは授業開始後に決定） 

11. ケーススタディ３：ニュースになっている問題を掘り下げる（具体的テーマは授業開始後に決定） 

12. ケーススタディ４：ニュースになっている問題を掘り下げる（具体的テーマは授業開始後に決定） 

13. ケーススタディ５：ニュースになっている問題を掘り下げる（具体的テーマは授業開始後に決定） 

14. エスニシティと私たちの生活（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

時間外学習については内容ややり方について第 1 回目の授業で指示するほか、各授業内で前回の復習および次回授業の準備

について再度確認する。また、履修登録完了後に Blackboard上でも指示することがあるので、各自が確認して学習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献(30%)/中間課題(35%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

授業への貢献(30％)には、授業内外のディスカッションへの参加（コメントカードによる質問、論点提示を含む）、グループワーク等

を含みます。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。ただし必要に応じて参考文献等に挙げた文献について読んでおくよう指定することはある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ、1996、『「エスニック」とは何か：エスニシティ基本論文選』、新泉社 (ISBN:4787769046) 

2. スミス, A.D.、1999、『ネイションとエスニシティ：歴史社会学的考察』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815803552) 

3. 梶田孝道、1988、『エスニシティと社会変動』、有信堂高文社 (ISBN:4842065230) 

4. 佐藤唯行、2008、『映画で学ぶエスニック・アメリカ』、NTT出版 (ISBN:4757141912) 

5. 川田順造・福井勝義、1988、『民族とは何か』、岩波書店 (ISBN:4000021842) 

6. 関根政美、1994、『エスニシティの政治社会学ー民族紛争の制度化のために』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815802297) 

7. 大矢根聡、2013、『コンストラクティヴィズムの国際関係論』、有斐閣 (ISBN:4641184100) 

※上記参考文献は一例として挙げてある。各回のテーマに応じた参考文献リストは授業内で配布するのでそちらを参考のこと。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC265 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC265／余暇生活論 

(Leisure Life) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レジャー・スタディーズ 

担当者名 

（Instructor） 
宮入 恭平(MIYAIRI KYOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
スポーツウエルネス学科用科目コード ID285 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「余暇」や「レジャー」の意味を確認しながら、社会、経済、政治や文化との関係を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

わたしたちの日常生活のなかで、「余暇」や「レジャー」は身近なものになっている。この授業では、最新の話題を盛り込みつつ、

日頃わたしたちが無自覚に享受している「余暇」や「レジャー」の意味を問い直しながら、日本および海外の社会・経済・政治や文

化と関連づけて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 余暇とは何か 

3. レジャー・スタディーズの視点 

4. 娯楽と教養 

5. ツーリズム 

6. 音楽 

7. ショッピング 

8. スポーツ 

9. ライフサイクル 

10. 食 

11. 映画とテレビ 

12. ミュージアム 

13. ギャンブルとセックス 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業はテキストに準じておこないます。予習・復習のためにテキストを活用してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺潤（編）、2015 年、『レジャー・スタディーズ』、世界思想社 (ISBN:4790716627) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺潤＋宮入恭平（編著）、2013 年、『「文化系」学生のレポート・卒論作成術』、青弓社 (ISBN:4787292129) 

その他、授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC270／まちづくり論 

(Community Design) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 誠一郎(FUJII SEIICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

まちづくりに関する諸問題について、その原因を追究し、解決策を導き出せる資質を身につける。 

自らの生活を豊かなものへと創造していく資質を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 地方分権や市町村合併により地域をとりまく状況は大きく変化し、私たち自身のあり方、私たちが暮らす地域社会のあり方、さら

には地方自治体のあり方が問われています。そのような状況の中、地域では、自然、歴史、風土といった地域の個性を生かした

「まちづくり」が行われ、様々な実践が全国のいたるところで展開されています。 

 この講義では、全国各地で行われているまちづくりの事例や手法を紹介するとともに、そこで生じている問題点や課題を抽出

し、それをどのように解決してけば良いかについて、みなさんと一緒に考えていきたく思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 地方分権とまちづくり 

（地方分権改革の概要） 

3. 佐賀県武雄市でのまちづくり 

（指定管理者制度の考察） 

4. 三重県紀北町でのまちづくり 

（地域自治区制度の考察） 

5. 滋賀県長浜市でのまちづくり 

（住民自治組織（「地域づくり協議会」）制度の考察） 

6. 滋賀県長浜市でのまちづくり 

（商店街再生事例の考察） 

7. 鹿児島県鹿屋市串良町栁谷集落（やねだん）でのまちづくり 

（自治会・町内会の考察） 

8. 徳島県上勝町でのまちづくり 

（福祉によるまちづくりの考察） 

9. 熊本県水俣市でのまちづくり 

（住民の相互理解についての考察） 

10. 京都府北部でのまちづくり 

（過疎対策についての考察） 

11. 広島県福山市鞆町でのまちづくり① 

（まちづくりに関与する者の範囲についての考察） 

12. 広島県福山市鞆町でのまちづくり② 

（伝統的社会秩序、地域リーダーの考察） 

13. 広島県福山市鞆町でのまちづくり③ 

（町並み保存についての考察） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 参考文献等で関連する項目を調べておくこと 。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

コメントカードは毎回配付し、回収します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 



 - 256 - 

1. 藤井誠一郎、2013、『住民参加の現場と理論』、公人社 (ISBN:978-4-86162-092-8) 

2. 今川晃・梅原豊編、2013、『地域公共人材をつくる まちづくりを担う人たち』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03564-6) 

3. 今川晃編、2014、『地方自治を問いなおす』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03592-9) 

4. 今川晃・馬場健編、2009、『市民のための地方自治入門 [新訂版]』、実務教育出版 (ISBN:978-4-7889-1461-2) 

5. 中川幾郎編著、2011、『コミュニティ再生のための 地方自治のしくみと実践』、学芸出版社 (ISBN:978-4-7615-2513-2) 

6. 外山公美編、2016、『行政学 第２版』、弘文堂 (ISBN:978-4335002229) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語は他の受講生の迷惑となりますので、注意してもやめない場合は退室を指示します。 

 

授業の進捗状況からみて必要なとき、あるいは重大なトピックがあったときには、授業計画を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC275 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC275／コミュニティ・ビジネス 

(Community Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
住民力培養型のビジネスを考える 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域の抱えるさまざまな課題の解決を地域資源を活かしながらビジネスの手法で取り組むいわゆる「コミュニティビジネス」（経済

産業省）を，住民力培養型のビジネスと捉え直して，その現代的な意義を考える． 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際的なサードセクター研究における研究成果も踏まえて，「住民力培養型のコミュニティ・ビジネス」の概念を明らかにし，次い

で，日本の都市部や農村部におけるその具体的な事例を，それらの登場の背景となる日本の地域経済・社会の展開過程も含め

て学ぶ．最後に，住民力培養型のコミュニティ・ビジネスの歴史的な意義を考察する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 「ＣＢ」事始め 

2. 現代社会におけるサードセクターの台頭： ＮＰＯと社会的経済 

3. サードセクターの現代的展開とコミュニティビジネス： 社会的企業、連帯経済、コミュニティビジネス 

4. コミュニティビジネスへの関心・期待の高まりの背景(1)： 戦後日本の地域経済・社会の発展を支えてきた要因とその崩壊，

「地方創生」 

5. コミュニティビジネスへの関心・期待の高まりの背景(2)： 地域経済の循環構造の視点から 

6. 農村部における事例(1)：日本の農業・農村の疲弊と再生に向けた取組み 

7. 農村部における事例(2)：農村女性起業 

8. 農村部における事例(3)：集落営農の登場，地域自治組織 

9. 都市部における事例(1)：住民参加型在宅福祉サービス組織 

10. 都市部における事例(2)：地域通貨、有償ボランティア 

11. 都市部における事例(3)： コミュニティカフェの事例 

12. 都市と農村の交流：産消提携とＣＳＡ、田園回帰 

13. コミュニティと経済：連帯経済のアプローチ、ポランニーの経済統合原理 

14. まとめ：住民力培養型コミュニティ・ビジネス再論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献にあげた文献はいずれも新書タイプであり読みやすいものなので，少なくとも一冊は事前に読んでおくことが望ましい． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず，その都度，プリントを配布する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 大江正章、2008、『地域の力』、岩波 

2. 内橋克人、1995、『共生の大地』、岩波 

3. 小田切徳美、2014、『農山村は消滅しない』、岩波 

4. 神野直彦、2002、『地域再生の経済学』、中公新書 

5. 大江正章、2015、『地域に希望あり』、岩波 

テーマに沿って，その都度，参考文献を提示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC280 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC280／質的リサーチ 

(Qualitative Research Method) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドから／のなかで学ぶ（Learning from/in the Field） 

担当者名 

（Instructor） 
阪口 毅(SAKAGUCHI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 質的調査の様々な方法の特徴と実際のプロセスを理解し、自身で調査を立案・実施できる能力を身につけること。 

2. 質的調査を行う上で必要な心構えと姿勢を身につけ、将来的にフィールドワークを行う際に、現場との信頼関係を築けるよう

になること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、社会調査の基本的事項をすでに学んだ学生を対象に、質的調査に関する全般的な知識を解説します。講義のなか

では、観察、ドキュメント分析、インタビューを中心に様々な方法とその実践例を提示しますが、何よりも重要なことは、これらの講

義を通して、フィールドから／のなかで学ぶ（Learning from/in the Field）ための基礎力を身につけることです。そのため講義だけ

でなく、質的調査の方法を用いた簡単な実習と、実際の作品のレビューを通じて、自身のこれからの調査や実践に質的調査をど

う活かしていくことができるのか、考えていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 質的調査のさまざまな方法 

3. 質的調査の歴史 

4. 観察（1）──非関与型および低関与型 

5. 観察（2）──参与観察 

6. ドキュメント分析（1）──既存資料の活用 

7. ドキュメント分析（2）──二次分析 

8. 中間のまとめ 

9. インタビュー（1）──半構造化と構造化 

10. インタビュー（2）──生活史 

11. 質的調査の古典を読む（1） 

12. 質的調査の古典を読む（2） 

13. 質的調査の注意点と調査倫理 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の配付資料・ノートをよく復習し、疑問点については参考文献で調べてみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への実質的な参加(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業では配付資料を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤郁哉、2006、『フィールドワーク──書を持って街へ出よう 増訂版』、新曜社 (ISBN:978-4788510302) 

2. 岸政彦・他、2016、『質的社会調査の方法』、有斐閣 (ISBN:978-4641150379) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／リサーチ方法論２ 

(Research Methods 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計と多変量解析の基礎 

担当者名 

（Instructor） 

斉藤 知洋(SAITO TOMOHIRO) 

山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・大橋は同一内容別時限開講 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サンプリングによって収集された社会調査データを分析し、その結果をまとめるために必要な推測統計学の基礎的知識を修得す

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

量的調査研究を行う上で必要な各種の統計手法を解説する。Excel を統計ソフトウェア SPSSを利用し、パソコンを用いたデータ

分析の実際を学習する。講義では、（1）データの統計的考察、（2）データのハンドリングとクリーニング、（3）データの視覚的表示

法、（4）確率論および統計的推計理論、（5）サンプリング理論、（6）具体的な統計手法について扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：エクセルの使い方 

2. データの種類とその性質 

3. データのクリーニングとハンドリング 

4. データの視覚的表示法 

5. 記述統計（1）：代表値 

6. 記述統計（2）：散布度 

7. サンプリングの理論 

8. 確率論と統計的推計の基礎 

9. 平均値の区間推定 

10. 統計的仮説検定の理論 

11. 平均値の差の検定（t検定・分散分析） 

12. 比率の差の検定（クロス集計とχ2 乗検定） 

13. 相関分析・偏相関係数 

14. 回帰分析と多変量解析の基礎 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ではほぼ毎回コンピューターを使うので、Excel その他、コンピューターの利用に慣れておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・小レポート２回提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩井紀子・保田時男、2007、『調査データ分析の基礎―JGSSデータとオンライン集計の活用』、有斐閣 (ISBN:978-

4641173286) 

2. 坂田周一、2003、『社会福祉リサーチ：調査手法を理解するために』、有斐閣 (ISBN:978-4641122017) 

詳細は初回授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田利勝、2007、『ウルトラ・ビギナーのための SPSSによる統計解析入門』、プレアデス出版 (ISBN:978-4903814001) 

2. 村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274066269) 

3. 三輪哲・林雄亮、2014、『SPSSによる応用多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274050114) 

4. 林雄亮・苫米地なつ帆・俣野美咲、2017、『SPSSによる実践統計分析』、オーム社 (ISBN:978-4274220029) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC287／持続可能な福祉コミュニティ 

(Sustainable welfare community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な社会の構築と福祉の充実の両立をコミュニティ形成の視点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

持続可能性の観点から現代社会の直面する課題を概観した後、持続可能な社会をボトムアップで（再）構築する手段として期待

されているコミュニティ形成実践の課題と可能性を考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

気候変動やエネルギー、食、農業の供給、分配体制の現状を批判的に検討した後、これら生活の基盤となる領域をコミュニティレ

ベルで自立的に運営する取り組みについて学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. コミュニティ形成方法論検討（１） 

3. コミュニティ形成方法論検討（２） 

4. 現状の検討（１）気候変動をめぐる問題 

5. 現状の検討（２）エネルギーをめぐる問題 

6. 現状の検討（３）食料をめぐる問題 

7. 現状の検討（４）その他の問題 

8. 持続可能性について（１） 

9. 持続可能性について（２） 

10. 具体的事例検討（１）国内での取り組み 

11. 具体的事例検討（２）海外での取り組み 

12. 具体的事例検討（３）持続可能なコミュニティ形成における現状と課題 

13. まとめ（1） 

14. まとめ（2）最終レポートを作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/授業への貢献(20%) 

レポートは随時提出してもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC290／コミュニティとカウンセリング 

(Research Methods 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ心理学から考える支援の在り方 

担当者名 

（Instructor） 
横地 環(YOKOCHI TAMAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学の観点から，さまざまな困難を有する人たちに,どのようなサポートができるのか，基本的理論を習得し，将来，

行政や地域などのさまざまなコミュニティでの援助に活用できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニティ心理学の基本的概念である予防理論やコンサルテーション，セルフヘルプについて解説する。また具体的な問題とし

て，薬物依存症者の回復支援，非行少年の立ち直り支援等を取り上げ，コミュニティにおけるサポートの在り方について，グルー

プディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ソーシャルサポートとは何か 

2. ソーシャルサポートの構造と援助１ 

3. ソーシャルサポートの構造と援助２ 

4. コミュニティ心理学における予防理論１ 

5. コミュニティ心理学における予防理論２ 

6. コミュニティ心理学の理論と背景 

7. コミュニティ心理学におけるストレスとコーピング１ 

8. コミュニティ心理学におけるストレスとコーピング２ 

9. コミュニティ心理学による危機介入 

10. コミュニティ心理学によるコンサルテーション 

11. コミュニティ心理学によるセルフヘルプ 

12. コミュニティ心理学によるエンパワメント 

13. コミュニティ感覚と市民参加 

14. コミュニティ心理学における理論と実践の協働 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを指定し，次回の内容を指定するので，読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席，リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 植村勝彦、2015、『コミュニティ心理学入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0178-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC291／ソーシャルサポート論 

(Social Support) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ心理学から考える支援の在り方 

担当者名 

（Instructor） 
横地 環(YOKOCHI TAMAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学の観点から，さまざまな困難を有する人たちに,どのようなサポートができるのか，基本的理論を習得し，将来，

行政や地域などのさまざまなコミュニティでの援助に活用できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニティ心理学の基本的概念である予防理論やコンサルテーション，セルフヘルプについて解説する。また具体的な問題とし

て，薬物依存症者の回復支援，非行少年の立ち直り支援等を取り上げ，コミュニティにおけるサポートの在り方について，グルー

プディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ソーシャルサポートとは何か 

2. ソーシャルサポートの構造と援助１ 

3. ソーシャルサポートの構造と援助２ 

4. コミュニティ心理学における予防理論１ 

5. コミュニティ心理学における予防理論２ 

6. コミュニティ心理学の理論と背景 

7. コミュニティ心理学におけるストレスとコーピング１ 

8. コミュニティ心理学におけるストレスとコーピング２ 

9. コミュニティ心理学による危機介入 

10. コミュニティ心理学によるコンサルテーション 

11. コミュニティ心理学によるセルフヘルプ 

12. コミュニティ心理学によるエンパワメント 

13. コミュニティ感覚と市民参加 

14. コミュニティ心理学における理論と実践の協働 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを指定し，次回の内容を指定するので，読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席，リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 植村勝彦、2015、『コミュニティ心理学入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0178-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC292 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC292／リーダーシップ論 

(Leadership) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
集団における行動とリーダーの役割 

担当者名 

（Instructor） 
中江 須美子(NAKAE SUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

集団や他者との関わり合いの中での個人の認知や行動に対するリーダーシップの役割について，主に社会心理学の研究を通し

て理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちは，学校・家族・サークルなど，様々な集団に所属している。これらの集団は人の行動やものの見方，考え方にどのような

影響を及ぼしているのだろうか。そして，そうした集団状況において，リーダーとはとはどのような存在なのだろうか。本講義では，

意志決定，同調といったトピックスを取り上げながら，集団におけるリーダーシップの役割について解説を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

集団の基本過程 －人にとっての集団の意味とは－ 

2. (１)リーダーシップとは －リーダーシップの初期研究と特性アプローチ－ 

3. (２）リーダーシップスタイル論 －PM 理論とマネジリアル・グリット理論－ 

4. (３)状況適合アプローチ －状況即応モデルとパス＝ゴール理論－ 

5. (４)メンバーの習熟度とリーダーシップ －SL理論とリーダーシップ代替論－ 

6. (５)集団での人のふるまい －同調と少数派の影響力－ 

7. (６）変革型リーダーシップ －組織のライフサイクル論と変革－ 

8. (７)ビジョン型リーダーシップ －マネジメントと特異性クレジット－ 

9. (８)集団意志決定② －集団極性化－ 

10. (９)集団意志決定② －集団思考とリーダーシップ－ 

11. (10)集団生産性とリーダーシップ －チームエラーとコーチング－ 

12. （11）ステレオタイプとリーダーシップ 

13. （12）自己リーダーシップ －リーダーシップの開発とリーダーの自信の獲得－ 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配付資料，前回ノートの熟読。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー(15%)/授業参加度(5%) 

授業内容・資料の BlackBoardへのアップロードは行わない。授業中の携帯端末の使用，パワーポイントの撮影は禁止する。禁

止事項の厳守は，授業参加度の評価に加味される。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。最終授業時に，配付資料残部の再配布を行う。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。必要に応じて授業内で参考図書を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC293 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC293／生命倫理政策入門 

(Introduction to Bioethics Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な社会の構築と福祉の充実の両立をコミュニティ形成の視点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

持続可能性の観点から現代社会の直面する課題を概観した後、持続可能な社会をボトムアップで（再）構築する手段として期待

されているコミュニティ形成実践の課題と可能性を考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

気候変動やエネルギー、食、農業の供給、分配体制の現状を批判的に検討した後、これら生活の基盤となる領域をコミュニティレ

ベルで自立的に運営する取り組みについて学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. コミュニティ形成方法論検討（１） 

3. コミュニティ形成方法論検討（２） 

4. 現状の検討（１）気候変動をめぐる問題 

5. 現状の検討（２）エネルギーをめぐる問題 

6. 現状の検討（３）食料をめぐる問題 

7. 現状の検討（４）その他の問題 

8. 持続可能性について（１） 

9. 持続可能性について（２） 

10. 具体的事例検討（１）国内での取り組み 

11. 具体的事例検討（２）海外での取り組み 

12. 具体的事例検討（３）持続可能なコミュニティ形成における現状と課題 

13. まとめ（1） 

14. まとめ（2）最終レポートを作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/授業への貢献(20%) 

レポートは随時提出してもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC294 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC294／社会問題の社会学 

(Sociology of Social Problems) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常性のなかの社会問題 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常性の中に潜む社会問題や福祉的課題の捉え直しとその課題に関わる取り組みの実践へのもう一つの可能性について論じ

ることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会問題の社会学に関わるキーワードは，排除，孤立，差別，格差，喪失，死などである。これらは福祉とも密接な関係を持つ課

題であり，そこに生じる多様な課題に対しての関わりのあり方や実践のあり方の問い直しを行い新たな実践の可能性を探る。当

事者研究、臨床社会学の提起なども踏まえながら，日常性のなかで感じる違和感を大事にした，社会問題の構築という視点から

の社会問題へのアプローチの仕方について論じ，差別や社会的排除の具体的事例などを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会問題の社会学の対象 

3. 社会病理学 

4. 社会問題の構築１ 

5. 社会問題の構築２ 

6. 社会的排除１ 

7. 社会的排除２ 

8. 当事者研究 

9. 差別とまなざし 

10. 差別とフォビア 

11. 差別と日常性 1 

12. 差別と日常性 2 

13. カミングアウトと当事者 

14. 社会問題の社会学とその課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は Blackboardを利用することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席を兼ねたリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中西正司・上野千鶴子、2003、『当事者主権』、岩波書店 (ISBN:ISBN4-00-430860-7) 

2. 橋本和孝編、2013、『縁の社会学－福祉社会学の視点から』、ハーベスト社 (ISBN:IBN978-4-86339-044-7) 

3. 三本松政之・坂田周一編、2016、『はじめて学ぶ人のための社会福祉』、誠信書房 (ISBN:ISBN978-4-414-60157-2) 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC295 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC295／福祉心理学入門 

(Introduction for Humanservice Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
語りを聴く 

担当者名 

（Instructor） 
久保田 美法(KUBOTA MIHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を生きる人間が抱えている様々な思いに耳を傾けることの大切さを知るとともに、その耳を養う。また共に生きるとはど

ういうことか、自分なりに考えることを目指す。 

教育課程の編成方針においては、形成期の「人間、自と他、世界、いのち、生きることといった事柄への理解を深め、幅広い教養

を身に着ける」、学位授与方針においては、「フィールドに赴いて生身の人が抱える困難や苦難を感受する力を養う」ことを目標と

する科目に位置づけられる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本にある様々な福祉的課題について、理論ではなく、当事者の声（声にならない声も含め）に触れることから考える。毎回、テー

マに関する事例やルポ、ドキュメンタリーなどを紹介し、可能であれば、受講生同士で感じたことを語りあう時間もとりたい。 

それぞれの声には、どこか自分自身にも通じるものや、社会への問いかけが含まれていることだろう。そうしたものにも思いを馳

せながら、人と人が共に生きていく場が内側から醸成されていく道も探っていけたらと思う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 子どもと居場所①教室とネット社会の中で 

2. 子どもと居場所②保健室と街角から 

3. 子どもと居場所③「ひきこもる」こと意味 

4. 生の声に触れる①ある発達障害者の手記から 

5. 生の声に触れる②身体障害や精神障害の当事者研究から 

6. 生の声に触れる③アール・ブリュットの作品から 

7. 相模原事件が問いかけているもの①「健常者」という幻想 

8. 相模原事件が問いかけているもの②虐待の実際と介助者の痛み 

9. 人間の条件①ロボットにできること、できないこと 

10. 人間の条件②水俣・チェルノブイリ・福島から 

11. 人間の条件③生者と死者のつながり 

12. 超高齢社会と私たち①老いるとは 

13. 超高齢社会と私たち②認知症の人の思い、家族の思い 

14. 共に生きるとは 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席及びリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用する講義形式で、視聴覚教材も適宜活用する。リアクションペーパーの意見や感想からいくつかをピックア

ップして次回授業時に紹介し、できるだけ多様な見方を共有することを考えている。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC296 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC296／地域経済論 

(Regional Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域経済の理論と実際に関する基礎的な知識を身につけること、および、経済のグローバル化の下で変貌していった日本の地

域経済の今後のあり方、政策のあり方について自分の意見を持てるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに、総論として高度経済成長時代に日本の地域経済・社会が被った変貌、またそのなかにあって地域の経済を下支えして

きた仕組み、およびその崩壊について学び、現代日本の地域の現状、諸問題、課題を大づかみに把握する。続けて、各論とし

て、農業・農村の問題、都市と農村、地域成長の理論、内発的発展論、地方自治などを取りあげ、地域経済を諸々の側面からみ

ていくことで地域が抱える問題・課題を立体的に把握する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：現代日本における地域の経済社会をめぐるトピックス 

2. 現代日本における地域経済・社会(1)：高度経済成長時代における地域経済 

3. 現代日本における地域経済・社会(2)：地域開発政策 

4. 現代日本における地域経済・社会(3)：構造的変化と地域経済の変貌 

5. （補論） 地域を経済循環の構造からみる 

6. 「地域経済の成長理論」 

7. 内発的発展論 

8. 高度経済成長と農業・農村の変貌 

9. 農村部での地域再生の取り組み(1) 生活と仕事の建て直し 

10. 農村部での地域再生の取組(2)集落営農などの事例 

11. 「都市と農村」 

12. 地方自治と地域経済 

13. 「コミュニティと経済」を考える 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田他、2016、『国際化時代の地域経済学(第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641220751) 

2. 大江正章、2015、『地域に希望あり』、岩波新書 (ISBN:400-4315476) 

3. 安東誠一、1986、『地方の経済学』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4532074760) 

4. 中川雄一郎監修、2002、『協同で再生する地域と暮らし』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818814592) 

5. 神野直彦、2002、『地域再生の経済学』、中公新書 (ISBN:978-4121016577) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC297 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC297／行政学 

(Public Administration) 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「行政学」の全体像や基礎理論を理解し、最終的には、国家・地方公務員試験科目である「行政学」に対応する知識を身に付ける

ことを主たる目標としている。あわせて、私たちの日常生活に関連する行政上の諸課題を考察し、「現代行政を見る眼」を養うこと

も目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、「公務員のための学問」の性格を有する「行政学」の理論、歴史、特質などを初学者にもわかりやすく紹介していく。ま

た、毎回、授業の冒頭部分で現代的な行政上の諸問題ついて取り上げ、解説していく。これとは別に、国家・地方公務員試験受

験希望者に対しては、過去問などを配布して、学習方法をアドバイスしていく。なお、講義はパワーポイントを使用して進めてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学と関連科目との関連 

2. 行政の概念 

3. 行政国家化 

4. 行政学の起源 

5. アメリカ行政学の生成 

6. アメリカ行政学の展開 

7. 科学的管理法と行政管理 

8. 官僚制 

9. 公務員制度 

10. 行政の民主化と効率化 

11. 行政責任と行政統制 

12. 行政改革 

13. わが国の国家行政システムの特質 

14. わが国の地方行政システムの特質 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

行政は常に生成され展開されるので、受講者はマス・メデイア等を通じて国や地方自治体の行政動向について注目してほしい。

その他の事項については、必要に応じ授業時に提示する。また、国家・地方公務員試験受験希望者には、授業時間外の勉強方

法などをアドバイスする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義中に実施する小テスト等(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

成績評価方法は、初回の講義の際に詳しく説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 外山公美編、2016、『行政学』（第２版）、弘文堂 (ISBN:ISBN978-4-335-00222-9) 

上記テキストについては「第２版」を使用するので注意すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 外山公美他著、2011、『現代地方自治の課題』、学陽書房 

2. 外山公美他編、2014、『日本の公共経営』、北樹出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC298 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／海外留学・海外インターン英語（コ政系） 

(English for foreign studies and internships (CDSP)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To understand the Introduction of Social Capital and Policy 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2403 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course consists of two modules. The first module defines social capital and considers development and implications of it 

from an individual point of view. The second module provides some perspectives and tools that can be used to manage social 

capital from an organizational point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to improve your effectiveness as a manager by introducing you to the concepts and tools that are part 

of the new science of social capital. In this course you will develop the skills to understand an analyze social capital in 

organizations and markets. Topics to be covered include how social capital affect power and influence, leadership, innovation 

and the generation of novel ideas, careers, organizational change and competitive advantage. Additional topics to be covered 

include the increasing importance of online social capital in organizational life and the importance of social cognition (and how it 

can be used to enhance your social capital). At the conclusion of the course you will have the skills to: map out an 

organization’s social network, diagnose features of the network that help or hinder individual or team performance, and be able 

to manage important features of social capital in organizations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Social Network 

3. Social Support 

4. Social Capital of Structural Holes 1 

5. Social Capital of Structural Holes 2 

6. Creativity and Learning 1 

7. Creativity and Learning 1 

8. Closure, Trust, and Reputation 1 

9. Closure, Trust, and Reputation 2 

10. Closure, Echo, and Rigidity 1 

11. Closure, Echo, and Rigidity 2 

12. Images of Equilibrium  

13. Summary and Conclusion 

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1. Identify and use theories of social capital and policy. 

2. Critically assess approaches to social capital and policy. 

3. Analyze the roles of social capital in development and change. 

4. Articulate how theories and concepts of social capital and policy 

5. Apply into the concepts of social capital and policy into your daily lives 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Short Papers(30%)/1 Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Burt, R. S.. 2007. Brokerage & Closure. An Introduction to Social Capital. Oxford University Press (ISBN:0199249156) 

適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 

 

注意事項（Notice） 
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■IC299 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語で学ぶコミュニティ政策 

(Community Development and Social Policy in English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To understand the Introduction of Social Capital, Health and Policy 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course consists of two modules. The first module defines social capital and considers development and implications of it 

from an individual point of view. The second module provides some perspectives and tools that can be used to manage social 

capital from an organizational point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course focuses on the systematic study of the social and economic conditions under which people live that determine their 

health. We will explore how social influences such as income, living conditions, education, infrastructure, religious affiliation, 

healthcare, social capital, stress, gender, and race affect health and longevity. We will also examine the role of public policy in 

shaping health outcomes for communities.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Workplace Social Capital and Health 

3. Social Capital in Schools 

4. Causal Inference in Social Capital Research 

5. Contextual Determinants of Community Social Capital 

6. Neighborhood Social Capital and Crime 

7. Disaster, Social Capital, and Health 

8. Advancing Social Capital Interventions from a Network and Population Health Perspective 

9. Social Capital Interventions to Promote Healthy Aging 

10. Microfinance and Health 

11. The Social Capital of Welfare States and Its Significance for Population Health 

12. Social Capital, Social Policy and Health Disparities: A Legacy of Political Advocacy in African American Communities 

13. What’s Wrong with Social Capital? Critiques from Social Sciences 

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1. Articulate a social determinants perspective on public health; 

2. Comprehend and critique important social determinants of health; 

3. Identify theories used to understand social determinants of health from multidisciplinary perspectives; 

4. Assess how these theories, models, and methodologies could be used to design structural interventions;  

5. Describe and critically evaluate structural interventions that are being used to address social determinants of health. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Shoer Papers(30%)/Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Ichiro Kawachi, Soshi Takao, & S.V. Subramanian. 2013. Global Perspectives on Social Capital and Health. Springer 

(ISBN:1461474639) 

適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 
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注意事項（Notice） 
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■IC300 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC300／政策過程論 

(Policy Process) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 誠一郎(FUJII SEIICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政策過程全般についての基本的な知識の習得を目標とする。 

また、それらの知識をもとにして、実際の政策過程を観察し評価できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政策の過程を段階的・直線的に捉えると、アジェンダ設定→政策案策定→決定→実施→評価といった流れで展開されていくこと

になる。本講義では、こららの政策の諸過程を考察し、そこで展開されている学術的な議論やモデルを紹介し、政策過程全般に

ついての基本的な知識を習得することを目標とする。抽象的な議論の中にも時事的な話題を入れながら授業を進めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 政策とは何か 

3. 政策過程のアクター 

4. 政策のサイクル 

5. 政策の立案 

6. 政策の決定 

7. 政策の実施 

8. 政策の評価 

9. 政策過程の理論と実践① 

（政策の窓モデル） 

10. 政策過程の理論と実践② 

（官僚制論） 

11. 政策過程の理論と実践③ 

（第一線公務員論） 

12. 政策過程の理論と実践④ 

（政策移転） 

13. 政策過程の理論と実践⑤ 

（外部評価制度） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献等で関連する項目を調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 外山公美編著、2016、『行政学 第２版』、弘文堂 (ISBN:978-4335002229) 

2. 外山公義他著、2014、『日本の公共経営』、北樹出版 (ISBN:987-4-7793-0423-1) 

3. 秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉著、2015、『公共政策学の基礎 新版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18428-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語は他の受講生の迷惑となりますので、注意してもやめない場合は退室を指示します。 

授業の進捗状況からみて必要なとき、あるいは重大なトピックがあった時には、授業計画を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC305／社会開発論 

(Social Development) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 清貴(TAKAHASHI KIYOTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会開発は 1990 年代以降改めて注目を浴びるようになったが、その背景には「参加型開発」の重視と地球規模での市場経済化

の中で深刻化する貧富の格差などの問題がある。このため、社会開発については様々な考え方、とらえ方がある。この授業で

は、社会開発とは何か、理論的議論をはじめ、具体的な事例などを通して理解を深め、社会開発の意義と可能性について考察

ができるようになることを目標とする。また、実際のプロジェクトのつくりかた、マネジメントについても学び、実践に向けた基礎力も

身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会開発について理解を深めるためには、「開発」とは何かという問題に対して自分の考えを持つことが大切である。開発（の実

践）は、誰がどのようにという問いは置いておくとしても、何を「問題」とするかという認識のあり方から始まって、「社会」に介入す

る上での正当性と方法、そして課題について調査や解決方法の選択、また全体についての効果の評価測定といった課題に直面

せざるを得ず、そこには関わる人間の考え方が大きく影響する。この理解の下、本授業では、前半に社会開発についての基礎的

知識や議論と個別セクター毎の社会開発のあり方について考察し、中盤で「社会」に介入していく場合の様々な課題について考

え、最後に社会開発のさらなる理解のためにいくつかの最新の課題を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：自己紹介と NGO活動 

2. 社会開発とは何か 

3. 教育：社会開発における教育の位置付け 

4. 保健：単なる医療問題ではない「健康への働きかけ」 

5. 家族計画・HIV/エイズ：貧困問題との相互関連性 

6. 安全な水と衛生：病気、農業、環境、貧困、紛争に関連する水の「社会問題」 

7. 金融：マイクロファイナンスの課題 

8. 社会へ介入する（１）：農村生活への働きかけ 

9. 社会へ介入する（２）：住民組織化の役割 

10. 社会へ介入する（３）：期待される役割は「ファシリテーター」 

11. 社会開発のさらなる理解のために（１）：計画、評価と社会の固有性 

12. 社会開発のさらなる理解のために（２）：開発のために行われる社会調査 

13. 社会開発のさらなる理解のために（３）：開発と人権 

14. 講義全体のふりかえりとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストの中から該当する部分を予習として読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤寛、他、2007、『テキスト社会開発』、日本評論社 (ISBN:9784535554887) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC310／国際福祉論 

(International Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
清水 俊弘(SHIMIZU TOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講座では、福祉の目指すところの人々の幸福、安心を国際的な視野で捉え、考える。その切り口として、紛争解決や平和の

実現、人権、環境、開発（貧困）問題など、国境を越える地球規模の公共的な課題に市民の目線で活動する非政府組織、NGO

の活動に着目し、具体例を元に、問題の捉え方、関わり方に関する多様な視点を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講座では、まず現在進行中の紛争問題に焦点を当て、その背景や現状を学びながら日本との関係性や人間の安全保障と

は何かを考える。具体的にはイラク、アフガニスタン、パレスチナなどにおける現地での活動を題材に講義を進める。また、開発

問題では復興から開発期に入ったカンボジアやラオスを事例に、開発のプロセスで起こる格差拡大や人権侵害、自然破壊などに

ついて考える。また、復興、開発期における国際協力のあり方、特に政府開発援助（ＯＤＡ）の諸問題についても具体的な事例を

もとに検証する。 

講義の終盤では、こうした紛争地等で活動するＮＧＯが、力を合わせることで、世界を動かす力を発揮する事例として、対人地雷

全面禁止条約の成立過程（オタワプロセス）やクラスター爆弾禁止条約の成立過程における市民社会の役割についても詳しく説

明し、人道的軍縮を推進する市民の力と可能性について考える。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際福祉論オリエンテーション 国際的な視野で行動する福祉の担い手 

2. 「対テロ戦争」と市民社会 I／世界各地で起こる紛争の背景にあるもの 

3. 「対テロ戦争」と市民社会 II／アフガニスタンの現状と NGOの活動 

4. 「対テロ戦争」と市民社会 III／イラク戦争と日本 

5. 「対テロ戦争」と市民社会 IV／イラクの現状と NGOの活動 

6. パレスチナ問題とＮＧＯの取り組みＩ 

7. パレスチナ問題とＮＧＯの取り組み II 

8. NGOの安全対策（講義と演習） 

9. 紛争予防を考える ～東アジアの平和と市民交流～ 

10. 「貧困対策」と持続的開発目標（SDGｓ）。ラオスにおける森林保全から考える。 

11. 南アフリカにおける HIV/AIDS の現状と NGOの取り組み 

12. 非人道兵器の禁止と市民社会 I 対人地雷の廃絶ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに学ぶＮＧＯのﾈｯﾄﾜｰｸ  

13. 非人道兵器の禁止と市民社会 II クラスター爆弾禁止条約の成立過程に学ぶ市民社会の役割  

14. 理解度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回以降、事前に調べておくことを伝達する。また各回毎に参考図書を紹介するので、事後学習としてそれらを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

3/4 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC315／公共哲学 

(General Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共性を考える 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共性を考える。戦後日本における公共性の歴史を知る。公共哲学の特質を理解する。他者との共存について，哲学的・原理的

に考える方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代では，個が尊重され，私生活が重視されている一方で，他者との“つながり”が強く求められている。このような状況下におい

て，公共哲学という新たな学問が要請されているが，それはなぜか。また，どのような特徴をもっているのか。個人的・私的なこと

と相違する「公共性」とは、いかなるものであり，どのような歴史的展開を見せたのか。この講義では，公共性と公共哲学の基礎・

歴史・現状を考察することを通じて，他者との共存・共生の領域である「公共性」について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 哲学について 

3. 公共性について 

4. リバタリアニズム 

5. リベラリズム 

6. コミュニタリアニズムリアニズム 

7. ハーバーマス 

8. アーレント１ 

9. アーレント２ 

10. 公共性の展開１ 

11. 公共性の展開２ 

12. 公共性の展開３ 

13. 公共性の展開４ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/コメントカードと授業態度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 権安理、2018、『公共的なるもの：アーレントと戦後日本』、作品社 (ISBN:9784861826719) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

哲学や思想，公共性に関する学問の初学者にも，わかりやすく講義するよう努める。写真や図などの視覚教材も多用する。授業

態度には厳しくする。私語や携帯，スライドや板書の撮影などは厳禁の授業なので，その点を自覚（理解して賛同）したうえで履

修すること。なお，内容と順番は多少変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 278 - 

■IC320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC320／住宅政策 

(Housing Policies) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 直宏(KAWASAKI NAOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の戦後の住宅政策の潮流や特徴について理解を深め，現代社会における少子高齢化，地方分権化，ストック重視や市場重

視社会の居住問題と住宅政策の関係を分析･考察する力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後からの住宅政策について時代状況の変化を踏まえながら，その基本的枠組み，個別施策の変遷等について講義する。ま

た，近年の少子高齢化，地方分権化，ストック重視・市場重視への社会情勢の変化や直近の課題である居住貧困や環境問題，

震災復興などと関連づけながら，「居住」の課題を視点に住宅･住生活政策を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／住宅政策とは 

2. 日本の住宅事情／住宅統計と住宅基礎調査 

3. 日本の住宅政策の推移 

4. 公共住宅と公共政策 

5. 公共住宅政策の変容 

6. 市場政策と金融政策 

7. 住宅の産業化と住宅生産政策，住環境政策等 

8. 現在の住宅政策を取り巻く状況と政策転換 

9. 高齢社会の居住施策（１） 

10. 高齢社会の居住施策（２），低炭素社会の住宅政策 

11. 住宅市場政策とセーフティーネット 

12. ストック型社会の住宅政策と居住政策 

13. 地域からの住まいづくりと居住政策の展望 

14. 東日本大震災と住宅政策 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回テーマ毎に授業を進めるため，授業の準備のための学習は特段に必要はないが，関連する事項もあるため，前回までの講

義の内容について確認しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/出席状況および授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口幹幸・川崎直宏編、2015年、『人口減少時代の住宅政策』、鹿島出版会 

その他，随時参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①授業形態は、視覚教材とパワーポイントを使用した講義形式とする。 

②課題に対するフィードバックは、理解度確認のため 2 回ほど中間レポートの提出を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC325／教育政策 

(Educational Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
格差社会と学ぶ権利 

担当者名 

（Instructor） 
日永 龍彦(HINAGA TATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の教育政策の動向とその背景を理解し，実際の制度や政策提言を批判的に検討できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育に関する諸権利とそれを保障する諸制度についての理解を基に近年の教育政策について学ぶ。その際，経済的な格差と教

育機会の均等保障に関連した問題を中心に検討する。講義だけでなく発表や受講者どうしの意見交換の機会を積極的に設けて

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション 

・日本にはどんな学校があるのか？ 

2. ・日本と欧米における学校教育体系の変遷とその課題 

3. ・数字から見る日本の教育の現状（グループワーク） 

4. ・教育を受ける権利・学習する権利 

5. ・教育費負担の実態とその背景 

6. ・ミニレポートの検討会（グループワーク） 

・ポスター発表に向けてのオリエンテーション 

7. ・「学力テスト」結果から見る教育格差と「力のある学校」 

8. ・民間による支援の現状と課題 

・発表に関連する文献調査結果を共有する（グループワーク） 

9. ・教育費の無償化政策の動向（義務教育段階） 

10. ・教育費の無償化政策の動向（高校・大学） 

・発表内容（構成・概要）を検討する（グループワーク） 

11. ・「子どもの貧困対策推進法」の成立とその後 

12. ・学習成果に関する発表・討論(1) 

13. ・学習成果に関する発表・討論(2) 

14. ・学習成果に関する振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習に関する指示は授業中に履修者に対して行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ミニレポート（２回）(20%)/発表内容・方法(20%)/準備学習への取り組み状況(10%)/グループワー

クや討論への参加状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，必要に応じて配付資料等を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 勝田 守一,中内 敏夫、1964、『日本の学校（岩波新書）』、岩波書店 

2. 志水宏吉、2005、『学力を育てる (岩波新書）』、岩波書店 

3. 岩川直樹，伊田広行、2007、『貧困と学力』、明石書店 

4. 東京大学学校教育高度化センター、2009、『基礎学力を問う: 21 世紀日本の教育への展望』、東京大学出版会 

5. 橘木俊詔、2010、『日本の教育格差（岩波新書）』、岩波書店 

6. 細川孝(編著)、2014、『「無償教育の漸進的導入」と大学改革』、晃洋書房 

7. A.B. アトキンソン、2015、『２１世紀の不平等』、東洋経済新報社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・授業時間外の準備学習として大学図書館での文献検索を求めるので，本学のディスカバリーサービス「READ」を使えるようにな

っておくこと。 

・グループワークを４回，学習成果に関する発表・討論としてポスターツアーを行います。 

・準備学習をすることは各グループワークに参加する上で不可欠です。できていない場合，グループワークに参加できない場合

があります。 

・各種提出物や各回の振り返りの提出先など，Blackboardをできるだけ活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC335／福祉社会論 

(Welfare Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 さやか(NITTA SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の状況を概観したうえで、潜在する福祉課題に気づき、人権思想に根ざした多様な生き方を認める福祉社会のあり様に

ついて考えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに、現代社会の様々な生活課題とそれらの課題に対する社会福祉について概観し、福祉と社会の関係を捉える視点として

福祉社会学の立場について論じる。つぎに、福祉国家の成立および展開過程を示し、資本主義という社会構造において生じる社

会的排除の問題と社会の周縁におかれる人々を包摂し多様な生き方を認める福祉社会の可能性について福祉に関連するテー

マを用いながら講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代社会の多様な生活課題と社会福祉 

3. 福祉と社会の関係をとらえる―福祉社会学― 

4. 資本主義と福祉国家 

5. 日本にみる福祉国家 

6. 福祉国家と福祉社会 

7. 福祉と人権① 

8. 福祉と人権② 

9. 社会的排除、社会的バルネラビリティ 

10. 福祉社会と女性 

11. 福祉社会とエスニシティ 

12. 福祉社会とボランティア 

13. 福祉社会と当事者運動 

14. 福祉社会における地域福祉 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席を兼ねたリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 三本松政之・坂田周一編、2016、『はじめて学ぶ人のための福祉』、誠信書房 (ISBN:9784414601572) 

2. 木原活信、2014、『社会福祉と人権』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623071081) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC340／自治体政策計画論 

(Policy Planning in Local Government) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 慎弐(ITO SHINSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標は、自治体で行われている政策を理解する上で必要な知識・考え方の基礎を身につける事により、自治体政策の問題や課

題に対する自らの見解を提示する能力の習得である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、政策がどのような仕組みや考え方に基づいて、作られ、実施・評価されるかについて、仕組みや基礎理論及び概念を

学ぶ。後半では、自治体政策について、具体的な事例等を踏まえて、より動態的に自治体政策の実際が把握できるように講義を

展開する。扱う政策領域及び事例の解説は、教員が決定するものと、学生の意見もふまえて決定するものと分けて行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 自治体と政策  

3. 自治体の制度 

4. 自治体改革 

5. 自治体政策の理論と思考１ 

6. 自治体政策の理論と思考２ 

7. 自治体の管理と運営 

8. 自治体政策の決定 

9. 自治体政策の実施 

10. 自治体政策の評価  

11. 自治体政策の事例１ 

12. 自治体政策の事例２ 

13. 自治体職員と政策形成力 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連科目である、地方自治論、行政学、政策過程論、政策学の基礎知識、地方財政論などを併せて受講することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

講義の参加と毎時の復習が単位修得の近道である。 平常点が０％の場合、単位取得は困難です。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC341／自治体政策論 

(Local Government Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 慎弐(ITO SHINSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標は、自治体で行われている政策を理解する上で必要な知識・考え方の基礎を身につける事により、自治体政策の問題や課

題に対する自らの見解を提示する能力の習得である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、政策がどのような仕組みや考え方に基づいて、作られ、実施・評価されるかについて、仕組みや基礎理論及び概念を

学ぶ。後半では、自治体政策について、具体的な事例等を踏まえて、より動態的に自治体政策の実際が把握できるように講義を

展開する。扱う政策領域及び事例の解説は、教員が決定するものと、学生の意見もふまえて決定するものと分けて行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 自治体と政策  

3. 自治体の制度 

4. 自治体改革 

5. 自治体政策の理論と思考１ 

6. 自治体政策の理論と思考２ 

7. 自治体の管理と運営 

8. 自治体政策の決定 

9. 自治体政策の実施 

10. 自治体政策の評価  

11. 自治体政策の事例１ 

12. 自治体政策の事例２ 

13. 自治体職員と政策形成力 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連科目である、地方自治論、行政学、政策過程論、政策学の基礎知識、地方財政論などを併せて受講することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

講義の参加と毎時の復習が単位修得の近道である。 平常点が０％の場合、単位取得は困難です。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC345／災害心理学 

(Disaster Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地震災害を中心に考える 

担当者名 

（Instructor） 
清水 裕(SHIMIZU YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

災害発生時および発生後のヒトの心理・行動に関する研究を概観して知識を深めるとともに，災害発生時の対応に関する基礎的

なシミュレーション能力も身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

災害時のヒトの心理・行動に関して，イメージと現実との間の異同をはじめとして，どのような問題の発生が予想されるのかを詳

述する。また，問題の発生を防ぐために，われわれにはどのような対応が可能なのかを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 災害心理学とは 

2. 日本における災害 

3. リスク認知・発災時のイメージと実際 

4. 災害時のコミュニケーション〔災害情報・流言等〕 

5. 避難行動〔避難に関する意思決定・避難を抑制させる要因・避難が危険な場合〕 

6. パニック〔パニックの発生条件〕 

7. 災害が心身に及ぼす影響 

8. 災害時のボランティア〔発災からの時間経過とボランティアニーズの変化〕 

9. 防災意識と防災行動 

10. 災害時避難所の運営〔役割分担と運営方法〕 

11. 防災訓練のプログラム〔行動訓練〕 

12. 防災訓練のプログラム〔図上訓練 クロスロードとＤＩＧ〕 

13. 防災訓練のプログラム〔行動訓練と図上訓練 ＳＴＥＰ〕 小グループでの図上訓練の体験 

14. 行政による防災対策 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前の週の授業時に次回の授業で使用するプリントを配付する。そのプリントの内容に関して，次回までに調べてくる課題を指示す

る。また、小レポートとして、後の授業で必要となる知識を身につけるための課題も課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小レポートと出席(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。授業時にプリント資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とするが、随時、視聴覚教材も用いる。また、理解を深めるため、避難所運営に関する図上訓練をグループワー

クで行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC355／異文化コミュニケーション 

(Intercultural Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化化する日本を考える 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 江理子(SUZUKI ERIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「多文化化する」とはどういうことかを，労働や教育，地域社会といった諸領域の変化から理解する。加えて，多文化社会ではど

のような意識や行動が求められているかを考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化化する日本の現状を，ビデオや統計データなどを活用しながら具体的に紹介し，多文化社会・日本に対する理解を深め

る。また，諸外国の事例を参照しつつ，多文化社会ではどのような意識や行動が必要であるかについて，各地域での実践を学び

つつ考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：多文化社会を学ぶための基礎知識 

2. 「差別」と「社会経済的格差」：フランスを事例として 

3. 「人種差別」との闘い：アメリカを事例として 

4. 差別や社会経済的格差への取組み 

5. 在日コリアンにみる差別との闘いの歴史 

6. 日本の外国人政策（移動局面）の歴史的流れ 

7. 日本で生活するさまざまな“外国人” 

8. 多文化化する日本の現在 

9. 「外国人犯罪」報道と“外国人”差別 

10. 日本における差別や社会経済的格差 

11. 変化する労働市場と外国人労働者 

12. 外国ルーツの子どもたちの教育 

13. 多文化社会における NPO/NGO  

14. 多文化化する日本の選択 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義時間内に，次回までの課題を伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒牧重人ほか、2017、『外国人の子ども白書』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4495-9) 

2. 毛受敏浩＆鈴木江理子、2007、『「多文化パワー」社会』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-2622-1) 

3. 渡戸一郎＆井沢泰樹、2010、『多民族化社会・日本』、明石書店 (978-7503-3259-8) 

4. 宮島喬＆鈴木江理子、2014、『外国人労働者受け入れを問う』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-270916-1) 

5. 2014、『別冊環 20 『なぜ今、移民問題か』』、藤原書店 (ISBN:978-4-89434-978-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC356／多文化社会論 

(Multicultural Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化化する日本を考える 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 江理子(SUZUKI ERIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「多文化化する」とはどういうことかを，労働や教育，地域社会といった諸領域の変化から理解する。加えて，多文化社会ではど

のような意識や行動が求められているかを考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化化する日本の現状を，ビデオや統計データなどを活用しながら具体的に紹介し，多文化社会・日本に対する理解を深め

る。また，諸外国の事例を参照しつつ，多文化社会ではどのような意識や行動が必要であるかについて，各地域での実践を学び

つつ考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：多文化社会を学ぶための基礎知識 

2. 「差別」と「社会経済的格差」：フランスを事例として 

3. 「人種差別」との闘い：アメリカを事例として 

4. 差別や社会経済的格差への取組み 

5. 在日コリアンにみる差別との闘いの歴史 

6. 日本の外国人政策（移動局面）の歴史的流れ 

7. 日本で生活するさまざまな“外国人” 

8. 多文化化する日本の現在 

9. 「外国人犯罪」報道と“外国人”差別 

10. 日本における差別や社会経済的格差 

11. 変化する労働市場と外国人労働者 

12. 外国ルーツの子どもたちの教育 

13. 多文化社会における NPO/NGO  

14. 多文化化する日本の選択 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義時間内に，次回までの課題を伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒牧重人ほか、2017、『外国人の子ども白書』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4495-9) 

2. 毛受敏浩＆鈴木江理子、2007、『「多文化パワー」社会』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-2622-1) 

3. 渡戸一郎＆井沢泰樹、2010、『多民族化社会・日本』、明石書店 (978-7503-3259-8) 

4. 宮島喬＆鈴木江理子、2014、『外国人労働者受け入れを問う』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-270916-1) 

5. 2014、『別冊環 20 『なぜ今、移民問題か』』、藤原書店 (ISBN:978-4-89434-978-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC361／家族援助論 

(Helping Approach for Family) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
すべての人が幸せに暮らせる社会をめざして 

担当者名 

（Instructor） 
北見 由奈(KITAMI YUINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

家族・家庭の多様性を理解し，支援に必要な基礎的な知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

家族・家庭のかたちは一定ではなく，時代の流れとともに変化する。価値観が多様化する現代社会において，家族・家庭とは何

か，すべての人が幸せに暮らせる社会とは何かを考える。 

本講義では，ダイバーシティ，インクルーシブをキーワードに現代の家族・家庭に必要とされる支援について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：家族・家庭とは何か 

2. 現代の家族・家庭が抱える問題①：家族計画とは 

3. 現代の家族・家庭が抱える問題②：日本と諸外国における子育て支援政策 

4. 家族・家庭支援の必要性①：「個人」としての私，「親」としての私 

5. 家族・家庭支援の必要性②：育児不安・育児ストレスと虐待 

6. 支援を必要とする家族・子どもとは①：ひとり親，子連れ再婚の家族（家庭） 

7. 支援を必要とする家族・子どもとは②：障がいを抱える子ども・保護者がいる家族（家庭） 

8. 支援を必要とする家族・子どもとは③：虐待・DVに悩む家族（家庭） 

9. 家族・家庭支援の実際①：家族支援政策のしくみ 

10. 家族・家庭支援の実際②：地域における支援 

11. 家族・家庭支援の実際③：親と離れて生活する子どもの支援 

12. 福祉のアプローチ：家族・家庭支援のソーシャルワーク 

13. 心理のアプローチ：家族療法における家族・家庭の見方・問題の捉え方 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1）文献・新聞・ニュース等から現代の家族・家庭支援に関する課題について情報収集を行なうこと。 

2）授業の内容や補足説明，感想などを記録するノートを作成すること。また，講義の後は参考書・ノートを読み返し，復習を行なう

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

・本講義では，特にテキストは指定しない｡ 

・必要に応じてプリントを配布する｡ 

・パワーポイントで講義を進めるため，講義で大切な部分については各自メモをとること｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 草野いづみ、2013、『みんなで考える家族・家庭支援論』、同文書院 (ISBN:9784810314151) 

2. 橋本真紀・山縣文治、2011、『よくわかる家庭支援論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623059850) 

3. 吉田眞理、2016、『児童の福祉を支える家庭支援論（第 2 版）』、萌文書林 (ISBN:9784893472243) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）本講義では，毎回リアクションペーパーの提出を求める｡ 

2）講義中に携帯電話・スマートフォンを使用すること (メール等も含む) を禁止する｡ 

3）私語等，他の履修者への迷惑と思われる行為を行なう者には退室を命ずることがある｡  
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注意事項（Notice） 
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■IC363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC363／雇用と福祉 

(Work and Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非正規雇用や長時間労働など、現代日本が抱えている雇用劣化の問題およびそれと連動して進められている福祉に関する問題

の学習を通して、これからの労働のあり方や「経済と福祉」のあり方を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の雇用システムの特徴を理解し、その上で、現在の日本で進行しつつある雇用および労働市場政策の変化の諸相をいくつ

か取りあげて学習し、戦後日本の特徴的な雇用システムが崩壊しつつあることを理解する。同時に，現在の日本で起こりつつあ

ることが先進諸国に共通してみられる動向であり、その意味で先進諸国が 20 世紀後半に築き上げてきた福祉国家の体制の見

直しが迫られていることを理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 「働き方改革」をめぐって 

2. 日本の雇用システムの特徴(1)： 「メンバーシップ型雇用」と「ジョブ型雇用」 

3. 日本の雇用システムの特徴(2)： 労務管理の諸特徴 

4. 増える非正規労働を考える(1)： フレキシビリティ、急増する非正規労働、何が問題か 

5. 増える非正規労働を考える(2)： 非正規労働への対策、同一労働同一賃金 

6. 労働時間の問題： 過労死、長時間労働、裁量労働制など 

7. アクティベーションを考える(1)：アクティベーションとは何か、フレキシキュリティ 

8. アクティベーションを考える(2)：日本における「自立支援策」、メイキング・ワーク・ペイ 

9. アクティベーションを考える(3)：「第二のセーフティネット」論 

10. 障害者の就労を考える(1)：障害者の就労問題，一般就労 

11. 障害者の就労を考える(2)：福祉的就労の諸問題 

12. 障害者の就労を考える(3)：社会的事業所づくりの例 

13. これからの「雇用と福祉」を考える： 労働の協同組合、社会的・連帯経済 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず，プリントを配布する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 濱口桂一郎、2009、『新しい労働社会』、岩波新書 (ISBN:978-4004311942) 

2. 熊沢誠、1997、『能力主義と企業社会』、岩波新書 (ISBN:978-4004304869) 

3. 奥田友志・稲月正・垣田裕介・堤圭史郎、2014、『生活困窮者への伴走型支援』、明石書店 (ISBN:978-4750340012) 

4. 濱口桂一郎、2013、『福祉と労働・雇用』、ミネルヴァ (ISBN:978-4-623-06770-1) 

その他の参考文献については、その都度、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC365／パートナーシップ論 

(Public Private Partnerships) 

担当者名 

（Instructor） 
久保 善慎(KUBO YOSHICHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このコースの目的は，学生がパートナーシップ（協働）概念について理解することである。最新の国内で実施されるパートナーシッ

プ政策，各国が進めるパートナーシップ政策について研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

パートナーシップは従来の形式だけのものから，政策実施に不可欠なものとして近年注目されています。この授業では，主に行

政とＮＰＯ/地域団体とのパートナーシップの現状と課題について理解し，自らの考えや意見を持てるようにすることを目的として

います。例えば、東日本大震災のような大規模災害が発生すると，発災直後，復旧，復興のすべての局面で行政機関だけで被

災者支援のすべてを行うことはできせん。被災地の避難所で１日三食のお弁当を避難している全員に渡す，倒壊した高齢者の住

宅のがれき撤去をするには，ＮＰＯ・地域団体・企業などの連携が必要とされます。それぞれの組織が水平的な関係を構築する

際の現状と課題について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. パートナーシップ（協働）とは何か 

3. ガバメントからガバナンスへ 

4. 「ガバナンス」概念の台頭とパートナーシップ 

5. 行財政改革とパートナーシップ: NPM(New Public Management)の位相 

6. 政策ネットワーク 

7. 新しい公共サービスを担うパートナーシップ 

8. イギリスのパートナーシップの発展動向[1] 

9. アメリカのパートナーシップの発展動向[2] 

10. 日本の自治体におけるパートナーシップ政策 

11. パートナーシップ政策（企業と PFI） 

12. パートナーシップ政策（サードセクター、クァンゴ） 

13. パートナーシップの現状・課題・展望 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書は指定しない。授業の中で適宜参考図書を紹介する。中間レポートの作成時にあたり、授業の内容を予復習し理解を深

めるために、参考図書を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/授業への積極的な参加及び貢献(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本 啓、2014、『パブリック・ガバナンスの政治学』、勁草書房 (ISBN:4326302305) 

2. 辻中 豊, 伊藤 修一郎 （編）、2010、『ローカル・ガバナンス―地方政府と市民社会 (現代市民社会叢書 3)』、木鐸社 

(ISBN:4833224291) 

3. Ｄ・Ｐ・アルドリッチ、2015、『災害復興におけるソーシャル・キャピタルの役割とは何か―地域再建とレジリエンスの構築』、ミネ

ルヴァ書房 (ISBN:4623072665) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各自の考える社会課題とその解決方法について，考えておくこと。例として、独居高齢者が自立して生活するにはどのような協

力・協働が必要なのか。人口流出が続くとどのような問題が発生するのか。世界で急増する移民・外国人労働者にはどのような

政策が必要なのかなど、私達の生活に身近な課題を取り上げながら授業をすすめます。 
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注意事項（Notice） 
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■IC370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC370／ボランティア論 

(Volunteerism and Social Work) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボランティアとコミュニティ形成 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は，災害時のボランティア活動，また，地域社会に根ざした福祉サービスや若者の就労支援に関するボランティア活動の

事例を通してボランティアの可能性と課題について考察することを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，様々なボランティア活動の事例を検討しながら，ボランティア活動の意味やコミュニティ形成にとっての意義，並び

に，ボランティアを活性化するためのボランティア・マネジメントのあり方について検討していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ボランティアとは何か：自発性・無償性・共同性 

2. 災害救援活動とボランティア 

3. 災害救援活動でボランティアがぶつかった課題―ボランティアの光と影 

4. 社会学者によるボランティア学説史 

5. ボランティアとコミュニティ形成①阪神高齢者障害者支援ネットワークの事例から 

6. ボランティアとコミュニティ形成②現場での学びを基盤とした問題解決＜市民的専門性＞ 

7. ボランティアとコミュニティ形成③若者就労支援における居場所としてのコミュニティ 

8. ボランティアとコミュニティ形成④若者就労支援における地域コミュニティ形成 

9. ボランティア・マネジメント①ボランティアの動機付け 

10. ボランティア・マネジメント②ボランティア・コーディネーション 

11. コミュニティ・オーガナイジング 

12. ボランティア・センターとボランティア振興 

13. ボランティアと市民教育 

14. ボランティア活動の可能性と課題（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に参考文献を読み，関連情報を自分なりに調べてくると講義内容をより良く理解することが可能だろう。ボランティア論を勉強

するために役立つ文献リストを最初の授業で配布したい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への参加状況(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

決まったテキストは使用しない。各回レジュメを配布。また，参考文献リストも配布したい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田晃樹・藤井敦史・松井真理子、2010、『NPO再構築への道』、勁草書房 

2. エリス,S.（邦訳）、2001、『なぜボランティアか？―「思い」を生かす NPOの人づくり戦略』、海象社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会的企業研究会の HP 

https://sse.jp.net/ 

アジア太平洋資料センター（PARC）の HP 

http://www.parc-jp.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■IC375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC375／ＮＰＯ論 

(Study of NPO's) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPOの現代的展開としての「社会的企業」 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の社会的排除問題に向き合う NPO、とりわけ、事業性の高い社会的企業によるコミュニティ形成を基盤とした問題解決

のあり方について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，NPOの現代的展開として、主として社会的企業に焦点を当てる。そして、社会的企業が、どのような背景の中で登

場し、欧州や日本において、どのような現状にあるのか、また、社会的企業の成長を支えている制度的条件、並びに社会的条件

は何なのか検討していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サード・セクターとしての NPO・協同組合 

2. サード・セクターの現代的展開としての「社会的企業」 

3. 多様な社会的企業概念①米国の社会的企業論 

4. 多様な社会的企業概念②欧州における社会的企業論 

5. 日本での社会的企業の捉えられ方 

6. 日本における WISE（労働統合型社会的企業）の展開 

7. 社会的企業におけるハイブリッド構造とは何か 

8. 社会的企業とコミュニティ・エンパワーメント 

9. ソーシャル・イノベーションの基盤としての＜市民的専門性＞ 

10. 英国サード・セクターと社会的企業 

11. 社会的企業のマネジメント 

12. 社会的企業と制度環境 

13. 社会的企業のインフラストラクチャー 

14. 社会的企業を評価する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストの該当箇所を読み、関連情報を自分なりに調べてくると講義内容をより良く理解することが可能だろう。人数にも

よるが、できればグループ・ディスカッションを取り入れたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への参加状況(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤井敦史・原田晃樹・大高研道編、2013、『闘う社会的企業』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田晃樹・藤井敦史・松井真理子、2010、『NPO再構築への道』、勁草書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会的企業研究会の HP 

https://sse.jp.net/ 

アジア太平洋資料センター（PARC）の HP 

http://www.parc-jp.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■IC385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC385／障害者スポーツ論 

(Sports for the Disabled) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（障がい者スポーツ指導員 初級・中級資格取得 関連科目） 

担当者名 

（Instructor） 
田中 信行(TANAKA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
スポーツウエルネス学科用科目コード ID365 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツや積極的な運動を、障がいのある人が身近にいた際に紹介できる能力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 障がいのある人のスポーツに関わる概要（歴史・施策・障害・大会・ルール等）について紹介すると共に、障がいのある人の可

能性やスポーツ（積極的な運動）の意義についても考察できるように授業を進めます。講義にあたって、ビデオや実際の用具を紹

介して進める予定です。 

※皆さんへの重要な案内を、下記の「授業外の学習」と「テキスト その他」に示しましたので、必ず確認してから履修願います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション（本授業で使用する言葉を含む） 

・障がい者スポーツセンターと障がい者スポーツ指導員制度 

2. 障がいのある人のスポーツ施策（歴史を含む） 

※授業外レポート課題提示予定。 

3. 障がいのある人のスポーツ大会（歴史を含む）   

※授業外レポート課題提示予定。 

4. スポーツ大会と参加可能な障がい(障害区分の概要を含む） 

5. 肢体不自由の理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

6. 感覚障がい・内部障がいの理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

7. 知的障がいの理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

／発達障がい・精神障がいの理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

8. 障がいに合わせた特徴的なルール等の工夫-1（障がい者スポーツ競技規則を含む） 

※授業内レポート課題提示予定。 

9. 障がいに合わせた特徴的なルール等の工夫-2（障がい者スポーツ競技規則を含む） 

10. 重度障がいのある人のスポーツ 

11. 特別支援学校の体育・スポーツ 

12. Tool としてのスポーツの活用 

13. スポーツの力？・・・とは・・・（障がい者スポーツの意義と理念を含む） 

14. まとめ（評価）   注）試験を定期試験期間で実施する場合、例えば７回目の”／”以降を次回とし、以降、１つずつ繰り下げ

て授業を行います。時期が確定したところで、お知らせします。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業中に任意提出の課題を提示します（上記 授業経過計画 参照）。皆さんの中には”次回授業開始時に提出”の課題を提示

した際に欠席をする場合もありますが、その場合は自らが”必ず”授業出席者に授業内容等を確認してください。任意のため教員

からの連絡はしません。また回収時以外で受け取った場合(授業遅刻時の場合も含めていかなる理由でも)は、採点できませんの

でくれぐれも自己責任で注意願います。欠席して自らが提出できない場合は、出席者に依頼するか、提出日の”授業開始時まで”

にメール(5550307@rikkyo.ac.jp)で提出してください。機械的な送信ミスで不送付であったり、メール送信記録の時間(授業開始前

まで可)によっては、採点できませんので早めの対応を願います。なお、メールへの問い合わせに対しては、返信しかねますので

注意願います。授業外レポートの有無と課題は、当該の授業資料の最後に提示しますので、欠席をする場合でも必ず資料の確

認をしておいてください。授業内レポートは、８回目もしくは９回目に予定します。この場合は、授業内容を踏まえて記入してもらう

ため、出席者以外の提出はできません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業外レポート(20%)/授業内レポート(10%) 

平常点の”授業外・内レポート”は”任意”で、授業の進行状況で提示します（先の授業外学習を必ず参照のこと）。 
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テキスト（Textbooks） 

 授業用の配付資料を、前日の 20 時頃までに大学 V-Campus”Blackboard”に提示します(下記の「その他」も参照)。各自でダウ

ンロードして印刷、または PC（Mac やタブレットなどを含む）保存して持参しくてください。これは、本講の履修者が非常に多く、か

つ欠席者も多いことから、1 種類の資料に付き、毎回 50 から 100 部程度が廃棄になるためです。ファイルが PDFのため、PC 保

存の場合はメモが取れないため専用ノートの作成を推奨します。環境保護のためにもご協力願います。ただし、”初回のみ”、教

員が印刷していきます。  

 

参考文献（Readings） 

1. 日本障がい者スポーツ協会 編、2012 年、『障害者スポーツ指導教本 初級・中級＜改訂版＞』、ぎょうせい (ISBN:978-4-

324-09414-3) 

 授業内容外の質問に該当するものや時間制約で説明できない場合には、文献等を紹介しますので、各自で確認願います。授

業の終了後に問い合わせください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 先の”テキスト その他”で示しましたが、２回目以降の授業資料は、「Blackboard→"障害者スポーツ論"→教材/課題/テスト」→

「教材」から、各自でダウンロードして印刷／PC に保存し持参してください。 資格取得のためのテキスト（障害者スポーツ指導教

本 初級・中級）を購入することが原則ですが、定価で\2,571.-（税込）かかってしまいますので、この理由を理解ください。 資料は

1 月末までを期限として掲載する予定です。  

 

注意事項（Notice） 
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■IC390 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／障害者スポーツ実践論 

(Practice of Sports for the Disabled) 

担当者名 

（Instructor） 
宮田 理(MIYATA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

同一内容２時限開設, １時限のみ履修可 

人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障がい者スポーツの意義と理念や様々な障害について理解する。障がい者スポーツのルールや技術、指導法を体得する。スポ

ーツを創造する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について講義する。障がい者スポーツにおける用具の工夫やルールについて実践

を通して学ぶ。また、障がいに合わせたスポーツの導入や指導方法について実技を交えて体得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・障害者スポーツ大会の歴史＜教室＞ 

2. 全国障害者スポーツ大会の目的と意義＜教室＞ 

3. 全国障害者スポーツ大会実施競技と選手団＜教室＞ 

4. 全国障害者スポーツ大会の選手団編成とコーチの役割＜教室＞ 

5. 障がいに応じた競技とルールの工夫①（水泳・水中運動） 

6. 障がいに応じた指導法①（水泳・水中運動） 

7. 障がいに応じた競技とルールの工夫② 

8. 障がいに応じた指導法② 

9. 障がいに応じた競技とルールの工夫③ 

10. 障がいに応じた競技とルールの工夫④ 

11. 障がいに応じた指導法④ 

12. 障がいに応じた競技とルールの工夫⑤（陸上競技） 

13. 障がいに応じた指導法⑤（陸上競技） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について事前に学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席・授業参加度・実践課題(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『障害者スポーツ指導教本（初級・中級）』、ぎょうせい (ISBN:978-4-324-10107-0) 

2. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『全国障害者スポーツ大会競技規則集（解説付）』、（公財）日本障がい者スポーツ

協会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／障害者スポーツ実践論 

(Practice of Sports for the Disabled) 

担当者名 

（Instructor） 
宮田 理(MIYATA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

同一内容２時限開設, １時限のみ履修可 

人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障がい者スポーツの意義と理念や様々な障害について理解する。障がい者スポーツのルールや技術、指導法を体得する。スポ

ーツを創造する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について講義する。障がい者スポーツにおける用具の工夫やルールについて実践

を通して学ぶ。また、障がいに合わせたスポーツの導入や指導方法について実技を交えて体得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・障害者スポーツ大会の歴史＜教室＞ 

2. 全国障害者スポーツ大会の目的と意義＜教室＞ 

3. 全国障害者スポーツ大会実施競技と選手団＜教室＞ 

4. 全国障害者スポーツ大会の選手団編成とコーチの役割＜教室＞ 

5. 障がいに応じた競技とルールの工夫①（水泳・水中運動） 

6. 障がいに応じた指導法①（水泳・水中運動） 

7. 障がいに応じた競技とルールの工夫② 

8. 障がいに応じた指導法② 

9. 障がいに応じた競技とルールの工夫③ 

10. 障がいに応じた競技とルールの工夫④ 

11. 障がいに応じた指導法④ 

12. 障がいに応じた競技とルールの工夫⑤（陸上競技） 

13. 障がいに応じた指導法⑤（陸上競技） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について事前に学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席・授業参加度・実践課題(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『障害者スポーツ指導教本（初級・中級）』、ぎょうせい (ISBN:978-4-324-10107-0) 

2. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『全国障害者スポーツ大会競技規則集（解説付）』、（公財）日本障がい者スポーツ

協会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／データ分析法 

(Methodologies for Data Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析入門 

担当者名 

（Instructor） 

斉藤 知洋(SAITO TOMOHIRO) 

山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・大橋は同一内容別時限開講 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文・社会科学の定量・計量的研究のなかで用いられる基礎的な多変量解析法を理解し、実際に統計ソフトウェアを用いたデー

タ分析と分析結果をまとめる一連の過程を自ら行えるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、担当者の講義による説明と統計ソフトウェア SPSSを用いた演習の 2 つのパートから成る。講義では、分析目的に応じ

た適切な統計手法を実行するために必要な統計概念や基本的知識について解説する。演習では、講義による解説をもとに、受

講者が実際に社会調査データを用いてデータハンドリングを行い、分析結果の解釈を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 作業仮設と計量モデル：多様な変数と仮説，分析手法とその活用 

2. 多変量解析の基礎：多変量解析の目的・特徴・種類 

3. エラボレーション：3 重クロス集計による分析と解釈 

4. 相関と回帰：相関係数と回帰分析，分析事例 

5. 重回帰分析（1）：重回帰分析の仕組み，重回帰方程式，偏回帰係数 

6. 重回帰分析（2）：重相関係数，決定係数，変数選択の方法 

7. 重回帰分析（3）：既存データを用いた分析，分析事例の読解 

8. 分散分析（1）：一元配置分散分析と多元配置分散分析，多重比較 

9. 分散分析（2）：既存データを用いた分析，分析事例の読解 

10. 因子分析（1）：探索的方法と検証的方法，因子の抽出と回転 

11. 因子分析（2）：既存データを用いた分析，分析事例の読解 

12. その他の多変量解析（1）：主成分分析の仕組みと分析事例 

13. その他の多変量解析（2）：クラスター分析の仕組みと分析事例 

14. まとめ：社会現象の総合理解 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要としない。毎回の授業後に必ず復習を行うこと。データハンドリングに慣れるために、授業内課題を反復演習する

ことも効果的である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席，授業内外の課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂田周一、2003、『社会福祉リサーチ：調査手法を理解するために』、有斐閣 (ISBN:978-4641122017) 

2. 小田利勝、2007、『ウルトラ・ビギナーのための SPSSによる統計解析入門』、プレアデス出版 (ISBN:978-4903814001) 

詳細は初回授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 林雄亮・苫米地なつ帆・俣野美咲、2017、『SPSSによる実践統計分析』、オーム社 (ISBN:978-4-274-22002-9) 

2. 三輪哲・林雄亮編、2014、『SPSSによる応用多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4-274-05011-4) 

3. 村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士編、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4-274-06626-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「統計学入門」および「リサーチ方法論 2」を前年度までに履修、もしくはそれと同程度の知識を有していることを前提に授業を行

う。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC400 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC400／コミュニティ政策特論 

(Topics in Community Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非正規雇用や長時間労働など、現代日本が抱えている雇用劣化の問題およびそれと連動して進められている福祉に関する問題

の学習を通して、これからの労働のあり方や「経済と福祉」のあり方を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の雇用システムの特徴を理解し、その上で、現在の日本で進行しつつある雇用および労働市場政策の変化の諸相をいくつ

か取りあげて学習し、戦後日本の特徴的な雇用システムが崩壊しつつあることを理解する。同時に，現在の日本で起こりつつあ

ることが先進諸国に共通してみられる動向であり、その意味で先進諸国が 20 世紀後半に築き上げてきた福祉国家の体制の見

直しが迫られていることを理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 「働き方改革」をめぐって 

2. 日本の雇用システムの特徴(1)： 「メンバーシップ型雇用」と「ジョブ型雇用」 

3. 日本の雇用システムの特徴(2)： 労務管理の諸特徴 

4. 増える非正規労働を考える(1)： フレキシビリティ、急増する非正規労働、何が問題か 

5. 増える非正規労働を考える(2)： 非正規労働への対策、同一労働同一賃金 

6. 労働時間の問題： 過労死、長時間労働、裁量労働制など 

7. アクティベーションを考える(1)：アクティベーションとは何か、フレキシキュリティ 

8. アクティベーションを考える(2)：日本における「自立支援策」、メイキング・ワーク・ペイ 

9. アクティベーションを考える(3)：「第二のセーフティネット」論 

10. 障害者の就労を考える(1)：障害者の就労問題，一般就労 

11. 障害者の就労を考える(2)：福祉的就労の諸問題 

12. 障害者の就労を考える(3)：社会的事業所づくりの例 

13. これからの「雇用と福祉」を考える： 労働の協同組合、社会的・連帯経済 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず，プリントを配布する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 濱口桂一郎、2009、『新しい労働社会』、岩波新書 (ISBN:978-4004311942) 

2. 熊沢誠、1997、『能力主義と企業社会』、岩波新書 (ISBN:978-4004304869) 

3. 奥田友志・稲月正・垣田裕介・堤圭史郎、2014、『生活困窮者への伴走型支援』、明石書店 (ISBN:978-4750340012) 

4. 濱口桂一郎、2013、『福祉と労働・雇用』、ミネルヴァ (ISBN:978-4-623-06770-1) 

その他の参考文献については、その都度、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ 

(Internship) 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI)ほか 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
外山のほか, 藤井, 石渡, 結城, 小長井, 山口が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，実習（就労）体験を通じて，社会問題への理解と関心を深めるとともに，将来の進路選択の一助とすることを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前年度から当該年度にかけて，自己の専攻志望分野や将来希望するキャリアに応じて現場実習の配属先を選び，当該年度の

春学期ではゼミ形式による事前学習を通じて，当該実習先に関する基本的な理解を図るとともに，必要となる知識の習得をめざ

す。現場実習は，原則として夏季休業期間に行う。授業の流れは概ね以下の通り。 

【前年度】 

政府系 A（国の行政機関），政府系 B（自治体），NPO系（NPO，協同組合など），復興支援系、福祉系（福祉に関わる団体・企業・

行政機関），企業系（民間企業），国際 NGO系（NGOでの国内勤務など），スポーツ系，海外系の中から希望する配属先（領域）

を１つ選択する。領域によって，選考スケジュールは異なる。 

【当該年度】 

1. ガイダンス 

2. 事前学習（原則として隔週実施） 

 (1)マナーセミナー, (2)配属先に関する基本的理解，(3)配属先に関連する分野の専門的・体系的知識の習得 

3．現場実習（原則として２週間程度） 

4．事後学習（原則として毎週実施） 

 (1)実習の振り返り,（2）報告会, (3)レポート作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ；全体オリエンテーション 

個別ゼミ；ゼミ単位での自己紹介 

2. 個別ゼミ；導入―インターンシップ先で学びたいことを発表 

3. 個別ゼミ；導入―実習先団体について調べて学ぶ＆事前調査 

4. 合同ゼミ；外部講師による自己表現トレーニングセミナー 

5. 個別ゼミ；事前調査についての個別報告 

6. 合同ゼミ；外部講師による実践的マナーセミナー 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 

8. インターンシップ 

9. インターンシップ 

10. インターンシップ 

11. インターンシップ 

12. インターンシップ 

13. インターンシップ 

14. インターンシップ 

15. インターンシップ 

16. インターンシップ 

17. インターンシップ 

18. インターンシップ 

19. インターンシップ 

20. インターンシップ 

21. インターンシップ 

22. 秋学期 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

23. 合同ゼミ；他のゼミのメンバーとの体験の共有 

24. 合同ゼミ；外部講師によるグループディスカッション講座 

25. 合同ゼミ；レポートに関するレクチャー 

個別ゼミ；報告会の準備 
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26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会① 

28. 合同ゼミ；報告会②なお、授業計画は 2017 年度の実績であり，内容が変更になることがある。また，系別に追加で授業を

行う場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場実習の評価(50%)/授業への出席および学習態度(25%)/レポート・報告会(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期 10-11 月に次年度インターンシップのためのガイダンスを実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／コミュニティスタディ 

(Community Study) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専攻領域を持つ教員の知見と経験に富む指導のもと，問題意識を共有する学友と共に集中的に探究する時と場です。大学生と

なったからには，ぜひこの学びの喜びを主体的に発見してください。 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれのゼミでは少人数で高度な専門的知識の取得をめざし，担当教員の指導のもとで，自主的に学習課題を設定し，フィー

ルドワーク，文献資料の精読等によって研究を行い，その成果を発表します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション(1) 

2. イントロダクション(2) 

3. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習・討論(1) 

4. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習・討論(2) 

5. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習・討論(3) 

6. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習・討論(4) 

7. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習・討論(5) 

8. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習・討論(6) 

9. 具体的な事例に関する文献・資料に基づくグループ学習・討論(7) 

10. 現場訪問に向けた事前準備学習(1) 

11. 現場訪問に向けた事前準備学習(2) 

12. 現場訪問 

13. 訪問の振り返り 

14. ゼミ論（期末最終レポートのこと。以下、同じ）でとりあげるテーマ・事例の検討 

15. ゼミ論でとりあげるテーマ・事例の検討・決定 

16. ゼミ論作成指導(1) 

17. グループ学習 

18. ゼミ論作成指導(2) 

19. グループ学習 

20. 中間報告会 

21. グループ学習 

22. ゼミ論作成指導(3) 

23. グループ学習 

24. ゼミ論作成指導(4) 

25. グループ学習 

26. 最終報告会 

27. まとめ(1) 

28. まとめ(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(70%) 

期末最終レポートの提出を単位修得の要件とする。成績評価の基本ルールは，授業への参加度 70％，レポート 30％を基本とす

る． 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに定めない。 

 

参考文献（Readings） 
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必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC571 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会調査実習 

(Practice in Social Research) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量的社会調査の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 知洋(SAITO TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ・社会福祉・家族・学校・労働など人々の生活に関わる現代的なテーマについて量的な社会調査を実施する。調査課

題と仮説の設定、調査票の作成、サンプリング、調査票の配布・回収、データ入力、データ整理、統計ソフトウェアを利用した統計

分析、報告書の作成という社会調査の一連の過程を体験し、量的な社会調査を企画・実施・分析できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１～7 回 調査企画（調査課題・調査対象・仮説の設定、先行研究、社会調査の方法の学習） 

8～12 回 調査票の作成（質問項目や質問文作成、調査票作成、プレ調査） 

13～19 回 調査票の配布と回収、データ入力とデータ整理 

20～24 回 データ分析（基礎集計と多変量解析） 

25～28 回 報告書の作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：量的社会調査の工程 

2. 先行研究・既存社会調査データへのアクセス 

3. 調査企画と研究目的の設定 

4. 調査対象者とサンプリング 

5. 仮説構成と質問項目（1） 

6. 仮説構成と質問項目（2） 

7. 研究テーマ報告 

8. 調査票・質問文の作成（1） 

9. 調査票・質問文の作成（2） 

10. 調査票のプリテスト 

11. 調査票の修正 

12. 調査票の確定 

13. 調査票の発送準備（1） 

14. 調査票の発送準備（2） 

15. ガイダンス，調査票の回収 

16. 調査票の点検・有効回収票の確定 

17. 調査票のデータ入力（1） 

18. 調査票のデータ入力（2） 

19. データのクリーニング 

20. SPSSによる統計分析（1）：単変量分析 

21. SPSSによる統計分析（2）：二変量分析 

22. SPSSによる統計分析（3）：多変量分析 

23. データ分析による仮説の検証（1） 

24. データ分析による仮説の検証（2） 

25. 分析結果のプレゼンテーション（1） 

26. 分析結果のプレゼンテーション（2） 

27. データ分析による仮説の検証（3） 

28. まとめ：報告書作成に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

統計分析や統計ソフト SPSSの操作方法について、社会調査に関する他科目で学習したことをテキスト等で復習すること。 

他の講義・演習科目に比べて、課題演習・グループでの打ち合わせ等による授業時間外の作業量が多くなることを留意しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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各回の実習への参加度・出席(70%)/最終報告書(30%) 

授業の内容上、調査の企画・実施・データ入力・分析・報告書の作成など全体で行う全ての作業に、主体的に参加することが求

められる。それらの作業への参加・貢献と、最終報告書の執筆を評価の必須条件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 轟亮・杉野勇編、2010、『入門・社会調査法』［第 3 版］、法律文化社 (ISBN:978-4589034892) 

 

参考文献（Readings） 

1. 林雄亮・苫米地なつ帆・俣野美咲、2017、『SPSSによる実践統計分析』、オーム社 (ISBN:978-4274220029) 

2. 三輪哲・林雄亮編、2014、『SPSSによる応用多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274050114) 

3. 村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士編、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274066269) 

4. 盛山和夫、2004、『社会調査法入門』、有斐閣 (ISBN:978-4641183056) 

5. 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋編、2013、『新・社会調査へのアプローチ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本実習はグループによる調査計画・実査準備・分析・プレゼンテーション等を予定しているため、特段の理由のない欠席・遅刻は

厳禁とする。 

授業計画はあくまで予定であり、実査の都合等によりスケジュールに変更が生じる可能性がある。 

「リサーチ方法論２」および「データ分析法」を前年度、または社会調査実習と同年度に平行して履修することを強く推奨する。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC572 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会調査実習 

(Practice in Social Research) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的調査 

担当者名 

（Instructor） 
阪口 毅(SAKAGUCHI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・質的調査の立案、実施、データ分析、報告書の作成に至るまでの、一連のプロセスを習得すること。 

・とりわけ観察法、ドキュメント分析（既存資料の活用）、インタビューの手法に習熟すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、私たちの生存の条件であり、活動のフィールドである「地域」そのものについて、現地調査（フィールドワーク）に基

づき、社会学、歴史学、民俗学、人類学などの領域を横断するかたちで考えます。私たちのキャンパスが位置する新座は、狭山

丘陵の東、武蔵野台地の上にあり、北部は荒川水系の、南部は野火止用水の恵みによって、人びとの生活が成り立ってきまし

た。これらの自然地形と、用水などの歴史的な生活基盤（インフラ）、開発の歴史を手がかりとして、武蔵野台地における「地域」

のあり方を考えます。具体的には、狭山丘陵周辺の郷土資料館、用水を保全する市民団体などを対象として、事前調査と現地調

査を行います。 

 

【前期】地域研究を行うための理論的な文献の輪読、文献調査および郷土資料館等への訪問を行い、探求すべきフィールドを決

定します。 

【夏休み】各自で事前調査の課題に取り組んでもらいます。 

【後期】グループごとに調査研究を進め、レポートを作成します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 質的調査に関する講義（1） 

3. 質的調査に関する講義（2） 

4. フィールドノートを読む（1） 

5. フィールドノートを読む（2） 

6. フィールドノートを読む（3） 

7. フィールドノートを書く（1） 

8. フィールドノートを書く（2） 

9. フィールドノートを書く（3） 

10. モノグラフを読む（1） 

11. モノグラフを読む（2） 

12. モノグラフを読む（3） 

13. 調査計画の立案（1） 

14. 調査計画の立案（2） 

15. 中間報告（1） 

16. 調査データの整理（1） 

17. 調査データの整理（2） 

18. 調査データの整理（3） 

19. 中間報告（2） 

20. 調査データの分析（1） 

21. 調査データの分析（2） 

22. 調査データの分析（3） 

23. 中間報告（3） 

24. モノグラフを書く（1） 

25. モノグラフを書く（2） 

26. モノグラフを書く（3） 

27. 最終報告 

28. まとめとレポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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夏休み中または学期中に調査を行います。また授業時間外でグループの打ち合わせなどが必要となる場合があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への実質的な参加(30%)/中間報告(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

単位取得のためには、3 分の 2以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業では配付資料を使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤郁哉、2006、『フィールドワーク──書を持って街へ出よう 増訂版』、新曜社 (ISBN:978-4788510302) 

2. 佐藤郁哉、2015、『社会調査の考え方 上・下』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520263) 

3. 岸政彦・他、2016、『質的社会調査の方法』、有斐閣 (ISBN:978-4641150379) 

4. 新原道信編著、2014、『“境界領域”のフィールドワーク』、中央大学出版部 (ISBN:978-4805713280) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によって、フィールドリサーチの受講生との共同調査を行う可能性があります。また他大学との交流の機会を設けます。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究指導演習 

(Seminar on Graduation Research) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMC4010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業研究の執筆・制作に関して，教員から指導・援助を受け作品を完成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の形態は，上記の目標に沿い，各教員が学生の状況に鑑みて設定する。原則として各週で定期的・集合的に行われる場合

もあれば，徹底した個人指導で，個別的に行われる場合もある。授業の内容も，形態に並行して，各演習毎に異なる。なお，本演

習は，３年次の実習指導やコミュニティスタディ，専門演習と同一の教員のもとでおこなう必要性は必ずしも存しない。各教員の内

容は前年度配布のガイダンス資料に掲載している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・研究計画作成 

2. 先行研究調査 

3. 先行研究調査発表および議論 

4. 研究テーマおよび目的発表および議論 

5. 研究方法発表および議論 

6. パイロット研究実践 

7. パイロット研究結果発表および議論 

8. 本研究実践１ 

9. 本研究実践２ 

10. 本研究実践３ 

11. 本研究実践４ 

12. 研究調査・実験結果報告および議論 

13. 研究論文・制作作成 

14. 研究論文・制作最終校正 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外においても、自分のテーマに沿った研究活動（調査・実験・論文検索など）を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品の出来具合(60%)/口頭試問の成果(30%)/卒業研究合同発表会での発表の成果(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究指導演習 

(Seminar on Graduation Research) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB4990 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業研究の執筆・制作に関して，教員から指導・援助を受け作品を完成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の形態は，上記の目標に沿い，各教員が学生の状況に鑑みて設定する。原則として各週で定期的・集合的に行われる場合

もあれば，徹底した個人指導で，個別的に行われる場合もある。授業の内容も，形態に並行して，各演習毎に異なる。なお，本演

習は，３年次の実習指導やコミュニティスタディ，専門演習と同一の教員のもとでおこなう必要性は必ずしも存しない。各教員の内

容は前年度配布のガイダンス資料に掲載している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・研究計画作成 

2. 先行研究調査 

3. 先行研究調査発表および議論 

4. 研究テーマおよび目的発表および議論 

5. 研究方法発表および議論 

6. パイロット研究実践 

7. パイロット研究結果発表および議論 

8. 本研究実践１ 

9. 本研究実践２ 

10. 本研究実践３ 

11. 本研究実践４ 

12. 研究調査・実験結果報告および議論 

13. 研究論文・制作作成 

14. 研究論文・制作最終校正 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外においても、自分のテーマに沿った研究活動（調査・実験・論文検索など）を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品の出来具合(60%)/口頭試問の成果(30%)/卒業研究合同発表会での発表の成果(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネス学入門 

(Introduction to Sports Wellness) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
スポーツウエルネス学科必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個人や社会全体のウエルネスの向上を考えるとき，健康やスポーツがどのように関わるのかを，多角的な視点から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウエルネスとは，Health の枠組みを超えたより多元的な健康観であり，心身の健康の他に人生の価値観，生きがいなども，その

要素に含まれる。本講義では，ウエルネスとスポーツに関して，専門を異にする複数の教員が独自な視点からオムニバス形式の

講義を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 安松 スポーツパフォーマンス分析 

2. 濁川 アウトドアライフの意義を考える 

3. 石渡 生体リズムとパフォーマンス 

4. 大石 スポーツ選手の悩みとサポート 

5. 大石 メンタルトレーニング 

6. 杉浦 スポーツと食事 

7. 杉浦 勝つための栄養戦略  

8. 加藤 スポーツ医学 

9. 石井 スポーツ動作の仕組みを解明する 

10. 石井 製品開発のための動作分析 

11. 石渡 運動と脳 

12. ライトナー スポーツ環境の日欧比較 

13. ライトナー スポーツマネジメント 

14. 安松 スポーツ選手の暑さ対策・最終レポート 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翌週への予習課題を，各回ごとに提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回提出するリアクションペーパー(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%) 

単位取得には 3/4 以上の出席を条件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／運動方法学演習１ 

(Exercise Technique Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
体操の動きを通して身体の基本運動を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
アーント三浦(ARNDTMIURA REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1050 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前入学者はスポーツウエルネス学科必修科目，2016 年度以降入学者はス

ポーツウエルネス学科選択必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

健康で快適な生活を営むため様々な年代で必要とされ、多様な目的によって実施されている体操の特性と身体の機能的な動き

の必要性を理解し、身体の基本的な動きを学び習熟を図る。また体操の実践を通してスポーツや運動の基礎となる身体の動かし

方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体操は動きの組み合わせや姿勢の変化により運動内容を組み立てられ、対象と目的に応じて体操が実施される内容を講義す

る。身体の各部位の機能的な動きである基本運動からダイナミックな動きへの変化、体操の指導方法、体操の実際を様々紹介

する。また他者との協力やお互いに評価することを通して動きの発展につながることを体験してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

身体の動きや姿勢をセルフチェックしてみよう 

身体の基礎的な動きを知る 

2. 体操の歴史的背景と現在 

体操の運動方法（種類）を学ぶ  

身体各部位の動きと全身運動（有酸素運動）を理解する 

3. 体操と姿勢の種類について学ぶ  

姿勢の変化により運動強度の違いを知る 

4. 組体操を学ぶ  

他者との力をお互いに利用し合うことで作られる運動内容を理解する 

5. 手具や器具を用いた体操を学ぶ  

物に対応しながら効果的に調整力を高める動きを理解する 

6. 一連の体操を学ぶ 

ラジオ体操を実施し身体各部位の動きと運動の連動性を理解する 

音楽と動きの関連性について考える（楽しく動くために） 

7. 対象に応じた体操について学ぶ  

各年代の特性に見合った運動内容を理解する 

8. 目的に応じた体操について学ぶ 

目的を明確にして対象者に合わせて安全で効果的に行う方法を学ぶ 

9. 体操の創作法と指導法  

体操の創作方法と指導法の基礎を学ぶ 

10. 運動の指示の仕方 

体操実施時の声掛けによる運動の質の変化を学ぶ 

11. 対象に応じた体操の目的と内容について考える 

体操の実際をグループワークにて考える 

12. 体操の創作  

グループワークにて創作する  

13. 基本運動の習熟と理解度テスト 

実技テストの実施 

14. 基本運動の理解とまとめ 

講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業１回目より実技を行うので体調管理の上授業に臨むこと。トレーニングウェア着用のこと。 

配布テキストブックを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート(20%)/実技テスト(30%)/出席及び授業参加度(50%) 

尚、単位取得のためには 75%以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を随時配布する 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／運動方法学演習２ 

(Exercise Technique Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
陸上競技の基礎（走る、投げる、跳ぶ）を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
塩田 徹(SHIODA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前入学者はスポーツウエルネス学科必修科目，2016 年度以降入学者はス

ポーツウエルネス学科選択必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

陸上競技の基礎的技術の実践を通して、各種スポーツの基礎となる走運動・跳躍運動・投運動を理解し、効率的な動作の習得を

図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

陸上競技の各種目の特性を理解しながら、走運動・跳躍運動・投運動の習得ドリルを実践しながら効率的な身体運動を理解して

いく。さらに、用器具などの使用方法、取り扱い方とルールについて学習する。また、陸上競技実施にあたっての安全管理につい

ても説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ウォーミングアップとクーリングダウンの目的と実際 

2. 動的ストレッチと静的ストレッチ、ウォーキングとジョギングの実際 

3. ランニングドリルの実際 

4. 短距離走のスタートの実際 

5. バトンパスとリレーの実際 

6. ハードルの基本動作の習得 

7. ハードル走の実際 

8. 投運動（砲丸投げ、やり投げ）の練習方法 

9. 跳躍種目（走り幅跳び）の基本練習 

10. 跳躍種目（走り幅跳び）の実際 

11. 走運動・投運動・跳躍運動の指導実践１ 

12. 走運動・投運動・跳躍運動の指導実践２ 

13. 走運動・投運動・跳躍運動の指導実践３ 

14. 陸上競技のルール 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題については各授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(50%)/技術の習得度(20%)/授業内レポート(30%) 

単位修得のためには 2/3 以上の出席が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本陸上競技連盟編、2010、『楽しいキッズの陸上競技』、大修館書店 (ISBN:9784469267020) 

授業において紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業１回目からトレーニングウェア着用 

 

注意事項（Notice） 
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■ID041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネスワークショップ１ 

(Workshop in Sports Wellness 1) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科必修科目 

2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のゼミナール形式において、スポーツウエルネス学領域における複数の教員の専門分野を学ぶ。教員の講義だけでなく、

学生による主体的な調査、討論、実習、プレゼンテーション等の実践的な学習を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目には以下の 4 つのクラスが用意されており、学生は自動登録により 1 つのクラスに約 27 名ずつ振り分けられる。学期を

通じて複数の教員の導きにより、複数のスポーツウエルネス学領域を学び、本質を見抜く考え方、調査研究の企画・遂行・まと

め・報告といった研究の流れについて主体的な学習を進める。場合によっては、履修に影響のない範囲で時間を決め、教室以外

のフィールドでの実践的な学習も行う。 

1: ライフスキルの活用（大石） 

2: 身体機能を測定する〜スポーツ生理学演習〜（石渡） 

3: スポーツマネジメントを考える（ライトナー） 

4: アウトドア・アクティビティとウエルネス（濁川） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ワークショップで学ぶ事 

2. スポーツウエルネス学領域の研究手法５－１ 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法５－２ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法５－３ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法６－１ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法６－２ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法６－３ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法７－１ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法７－２ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法７－３ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法８－１ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法８－２ 

13. スポーツウエルネス学領域の研究手法８－３ 

14. スポーツウエルネス学領域におけるウォームアップとクールダウンの実際 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのクラスとも授業開始第 1週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。準備課題に関しては、その都度提

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/４回の小レポート(40%) 

全てのプログラムとも各教員が課すレポートの提出を単位修得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 

(Basic Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での主体的な学び方について考え，準備を行う。基本的学習技術を習得する。学部の特徴や専門性について理解した上

で，自分の将来設計を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アカデミックアドバイザー（教員）１人に対して 20～25 人で行う。 

授業内容は各アカデミックアドバイザーが専門性を生かしながら，講義を展開していくが，上記目標を達成するために，次のよう

なことができるよう主体的に学び，参加することを期待する。 

１）立教大学，そして大学生活のスタートを円滑にするために，大学を知り，友人をつくり帰属意識を高める。 

２）基本的学習技術（主体的学びの方法，レポートの書き方，ディスカッションやプレゼンテーションなど）について理解を深め，図

書館やメディアセンターなど大学のさまざまな機能を自ら活用できるようになる。 

３）学部・学科の専門性を理解した上で，４年間の学びの計画を立て，卒業後の進路を考えることができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・基礎演習とは何か 

2. アイスブレイク（自己および他者理解など） 

3. 情報検索講習 

4. 文献検索 

5. 文献発表および議論 

6. ソフトウェア講習 

7. グループ発表および議論１ 

8. グループ発表および議論２ 

9. グループ発表および議論３ 

10. グループ発表および議論４ 

11. グループ発表および議論５ 

12. グループ発表および議論６ 

13. グループ発表および議論７ 

14. 初年次春学期教育のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学生の学びを理解するため，授業時間以外の自学学習を行うこと。内容は担当教員がそれぞれ指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席参加状況（出席，リアクションペーパーや小レポート，課題の達成度などを含む）(70%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習ガイドブック」を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂田周一他、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 (ISBN:9784641184138) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 

(Basic Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMB1390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での主体的な学び方について考え，準備を行う。基本的学習技術を習得する。学部の特徴や専門性について理解した上

で，自分の将来設計を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アカデミックアドバイザー（教員）１人に対して 20～25 人で行う。 

授業内容は各アカデミックアドバイザーが専門性を生かしながら，講義を展開していくが，上記目標を達成するために，次のよう

なことができるよう主体的に学び，参加することを期待する。 

１）立教大学，そして大学生活のスタートを円滑にするために，大学を知り，友人をつくり帰属意識を高める。 

２）基本的学習技術（主体的学びの方法，レポートの書き方，ディスカッションやプレゼンテーションなど）について理解を深め，図

書館やメディアセンターなど大学のさまざまな機能を自ら活用できるようになる。 

３）学部・学科の専門性を理解した上で，４年間の学びの計画を立て，卒業後の進路を考えることができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・基礎演習とは何か 

2. アイスブレイク（自己および他者理解など） 

3. 情報検索講習 

4. 文献検索 

5. 文献発表および議論 

6. ソフトウェア講習 

7. グループ発表および議論１ 

8. グループ発表および議論２ 

9. グループ発表および議論３ 

10. グループ発表および議論４ 

11. グループ発表および議論５ 

12. グループ発表および議論６ 

13. グループ発表および議論７ 

14. 初年次春学期教育のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学生の学びを理解するため，授業時間以外の自学学習を行うこと。内容は担当教員がそれぞれ指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席参加状況（出席，リアクションペーパーや小レポート，課題の達成度などを含む）(70%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習ガイドブック」を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂田周一他、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 (ISBN:9784641184138) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネスワークショップ２ 

(Workshop in Sports Wellness 2) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科必修科目 

2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のゼミナール形式において、スポーツウエルネス学領域における複数の教員の専門分野を学ぶ。教員の講義だけでなく、

学生による主体的な調査、討論、実習、プレゼンテーション等の実践的な学習を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目には以下の 4 つのクラスが用意されており、学生は自動登録により 1 つのクラスに約 27 名ずつ振り分けられる。学期を

通じて複数の教員の導きにより、複数のスポーツウエルネス学領域を学び、本質を見抜く考え方、調査研究の企画・遂行・まと

め・報告といった研究の流れについて主体的な学習を進める。場合によっては、履修に影響のない範囲で時間を決め、教室以外

のフィールドでの実践的な学習も行う。 

1: これからの日本のスポーツプロモーションを考える（松尾） 

2: スポーツ食品のマーケティング（杉浦） 

3: スポーツパフォーマンス分析実習（安松） 

4: コンディショニングに役立つ測定評価（今西） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツウエルネス学領域の研究手法９－１ 

2. スポーツウエルネス学領域の研究手法９－２ 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法９－３ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法１０－１ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法１０－２ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法１０－３ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法１１－１ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法１１－２ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法１１－３ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法１２－１ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法１２－２ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法１２－３ 

13. 車椅子スポーツ実習１ 

14. 車椅子スポーツ実習２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのクラスとも授業開始第 1週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。準備課題に関しては、その都度提

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/４回小レポート(40%) 

全てのプログラムとも各教員が課すレポートの提出を単位修得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネスワークショップＡ 

(Workshop in Sports Wellness A) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

杉浦のほか，石井，加藤，新任教員が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のゼミナール形式において、スポーツウエルネス学領域における複数の教員の専門分野を学ぶ。教員の講義だけでなく、

学生による主体的な調査、討論、実習、プレゼンテーション等の実践的な学習を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目には以下の 4 つのクラスが用意されており、学生は自動登録により 1 つのクラスに約 27 名ずつ振り分けられる。学期を

通じて複数の教員の導きにより、複数のスポーツウエルネス学領域を学び、本質を見抜く考え方、調査研究の企画・遂行・まと

め・報告といった研究の流れについて主体的な学習を進める。場合によっては、履修に影響のない範囲で時間を決め、教室以外

のフィールドでの実践的な学習も行う。 

 

1: スポーツ食品のマーケティング（杉浦） 

2: スポーツ動作を分析する〜バイオメカニクス演習〜（石井） 

3: スポーツ医学に触れてみる（加藤） 

4: （仮）グローバルスポーツビジネス（新任教員） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ワークショップで学ぶ事 

2. スポーツウエルネス学領域におけるウォームアップとクールダウンの実際 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－１ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－２ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－３ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－１ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－２ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－３ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－１ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－２ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－３ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－１ 

13. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－２ 

14. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのクラスとも授業開始第 1週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。準備課題に関しては、その都度提

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/４回の小レポート(40%) 

全てのプログラムとも各教員が課すレポートの提出を単位修得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネスワークショップＡ 

(Workshop in Sports Wellness A) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

杉浦のほか，石井，加藤，ライトナーが担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のゼミナール形式において、スポーツウエルネス学領域における複数の教員の専門分野を学ぶ。教員の講義だけでなく、

学生による主体的な調査、討論、実習、プレゼンテーション等の実践的な学習を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目には以下の 4 つのクラスが用意されており、学生は自動登録により 1 つのクラスに約 27 名ずつ振り分けられる。学期を

通じて複数の教員の導きにより、複数のスポーツウエルネス学領域を学び、本質を見抜く考え方、調査研究の企画・遂行・まと

め・報告といった研究の流れについて主体的な学習を進める。場合によっては、履修に影響のない範囲で時間を決め、教室以外

のフィールドでの実践的な学習も行う。 

 

1: スポーツ食品のマーケティング（杉浦） 

2: スポーツ動作を分析する〜バイオメカニクス演習〜（石井） 

3: スポーツ医学に触れてみる（加藤） 

4: （仮）グローバルスポーツビジネス（新任教員） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ワークショップで学ぶ事 

2. スポーツウエルネス学領域におけるウォームアップとクールダウンの実際 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－１ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－２ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－３ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－１ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－２ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－３ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－１ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－２ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－３ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－１ 

13. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－２ 

14. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのクラスとも授業開始第 1週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。準備課題に関しては、その都度提

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/４回の小レポート(40%) 

全てのプログラムとも各教員が課すレポートの提出を単位修得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネスワークショップＡ 

(Workshop in Sports Wellness A) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

杉浦のほか，石井，加藤，新任教員が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のゼミナール形式において、スポーツウエルネス学領域における複数の教員の専門分野を学ぶ。教員の講義だけでなく、

学生による主体的な調査、討論、実習、プレゼンテーション等の実践的な学習を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目には以下の 4 つのクラスが用意されており、学生は自動登録により 1 つのクラスに約 27 名ずつ振り分けられる。学期を

通じて複数の教員の導きにより、複数のスポーツウエルネス学領域を学び、本質を見抜く考え方、調査研究の企画・遂行・まと

め・報告といった研究の流れについて主体的な学習を進める。場合によっては、履修に影響のない範囲で時間を決め、教室以外

のフィールドでの実践的な学習も行う。 

 

1: スポーツ食品のマーケティング（杉浦） 

2: スポーツ動作を分析する〜バイオメカニクス演習〜（石井） 

3: スポーツ医学に触れてみる（加藤） 

4: （仮）グローバルスポーツビジネス（新任教員） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ワークショップで学ぶ事 

2. スポーツウエルネス学領域におけるウォームアップとクールダウンの実際 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－１ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－２ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－３ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－１ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－２ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－３ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－１ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－２ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－３ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－１ 

13. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－２ 

14. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのクラスとも授業開始第 1週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。準備課題に関しては、その都度提

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/４回の小レポート(40%) 

全てのプログラムとも各教員が課すレポートの提出を単位修得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネスワークショップＢ 

(Workshop in Sports Wellness B) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO)ほか 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

大石のほか，石渡，ライトナー，濁川が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のゼミナール形式において、スポーツウエルネス学領域における複数の教員の専門分野を学ぶ。教員の講義だけでなく、

学生による主体的な調査、討論、実習、プレゼンテーション等の実践的な学習を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目には以下の 4 つのクラスが用意されており、学生は自動登録により 1 つのクラスに約 27 名ずつ振り分けられる。学期を

通じて複数の教員の導きにより、複数のスポーツウエルネス学領域を学び、本質を見抜く考え方、調査研究の企画・遂行・まと

め・報告といった研究の流れについて主体的な学習を進める。場合によっては、履修に影響のない範囲で時間を決め、教室以外

のフィールドでの実践的な学習も行う。 

1: ライフスキルの活用（大石） 

2: 身体機能を測定する〜スポーツ生理学演習〜（石渡） 

3: スポーツマネジメントを考える（ライトナー） 

4: アウトドア・アクティビティとウエルネス（濁川） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ワークショップで学ぶ事 

2. スポーツウエルネス学領域の研究手法５－１ 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法５－２ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法５－３ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法６－１ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法６－２ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法６－３ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法７－１ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法７－２ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法７－３ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法８－１ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法８－２ 

13. スポーツウエルネス学領域の研究手法８－３ 

14. スポーツウエルネス学領域におけるウォームアップとクールダウンの実際 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのクラスとも授業開始第 1週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。準備課題に関しては、その都度提

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/４回の小レポート(40%) 

全てのプログラムとも各教員が課すレポートの提出を単位修得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／スポーツウエルネスワークショップＣ 

(Workshop in Sports Wellness C) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

松尾のほか，杉浦，安松，今西が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のゼミナール形式において、スポーツウエルネス学領域における複数の教員の専門分野を学ぶ。教員の講義だけでなく、

学生による主体的な調査、討論、実習、プレゼンテーション等の実践的な学習を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目には以下の 4 つのクラスが用意されており、学生は自動登録により 1 つのクラスに約 27 名ずつ振り分けられる。学期を

通じて複数の教員の導きにより、複数のスポーツウエルネス学領域を学び、本質を見抜く考え方、調査研究の企画・遂行・まと

め・報告といった研究の流れについて主体的な学習を進める。場合によっては、履修に影響のない範囲で時間を決め、教室以外

のフィールドでの実践的な学習も行う。 

1: これからの日本のスポーツプロモーションを考える（松尾） 

2: スポーツ食品のマーケティング（杉浦） 

3: スポーツパフォーマンス分析実習（安松） 

4: コンディショニングに役立つ測定評価（今西） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツウエルネス学領域の研究手法９－１ 

2. スポーツウエルネス学領域の研究手法９－２ 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法９－３ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法１０－１ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法１０－２ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法１０－３ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法１１－１ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法１１－２ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法１１－３ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法１２－１ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法１２－２ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法１２－３ 

13. 車椅子スポーツ実習１ 

14. 車椅子スポーツ実習２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのクラスとも授業開始第 1週は履修登録状況画面に示す教室でクラスごとに集合する。準備課題に関しては、その都度提

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/４回小レポート(40%) 

全てのプログラムとも各教員が課すレポートの提出を単位修得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 323 - 

■ID100 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID100／ウエルネス科学総論 

(Wellness Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分の人生をどのようにデザインするか 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在，国内で動いている健康に対する考えと取組みを理解し，人間の幸せとは何かを多面的に掘り下げ，個の価値観を尊重す

る考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

運動・栄養・休養，喫煙・アルコール，ストレス，そしてやせ願望，肥満と生活習慣病，感染症という基礎的知識を理解した上で，

勉強，仕事，結婚，家庭，老化，死という流れに沿って，健康を環境や社会とのつながりという大きな視点と，自分自身の生き方

や態度という全人的尺度で捉え論じていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ヘルスプロモーション 

2. ウエルネスとは何か 

3. ライフプランニング，休養・睡眠の科学 

4. 食文化① 

5. 食文化② 

6. スポーツ・運動とダイエット・メタボ・ロコモ 

7. 学生と性・結婚観 

8. 笑いとストレスマネジメント 

9. 感染症と医療 

10. 薬物乱用･依存 

11. アルコールとタバコ，タイムマネジメント 

12. 環境の科学 

13. 人生のミッションとウエルネス 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席およびコメントカード(20%)/宿題などの提出物(20%) 

なお、単位取得のためには 75％以上の出席を必要とする 

 

テキスト（Textbooks） 

2 回目の授業時に全体のレジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID107／運動処方・療法 

(Exercise Prescription and Therapy) 

担当者名 

（Instructor） 
柳田 信也(YANAGIDA SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1150 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，まず，健康増進のための運動の重要性やその効果を理解し，生活習慣病をはじめとする疾病の予防や日常的な

健康増進に寄与する運動プログラムを作成することができるようになることを目標とする．また，そのために必要な知識や理論を

理解することができることを目指す． 

 

授業の内容（Course Contents） 

運動処方とは，運動を実施する人の目的や目標を受け止め，それに沿った運動プログラムを作成することである．そのために必

要な運動の種類・時間・強度および頻度について解説を行う．その運動処方・療法の知識・技術を基に，オーダーメイド型の運動

処方を実践し，その効果を検討する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運動処方療法の考え方 

2. 運動処方の４つの要因と原理原則 

3. 運動処方の手順（メディカルチェック・フィットネスチェック） 

4. 運動の時間と強度 

5. 筋力アップのための運動処方 

6. 筋パワーを向上させるための運動処方 

7. 持久力向上のための運動処方 

8. 心拍数と主観的運動強度を利用した運動処方 

9. 心疾患患者への運動療法と心電図 

10. エネルギー代謝と運動 

11. 肥満と運動 

12. 高血圧と運動 

13. 日常的な運動習慣と疾患 

14. オーダーメイド型運動処方の実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

生理学や運動生理学の基礎知識（呼吸・循環・代謝・筋）について，知識が不十分な箇所は予習・復習することが望ましい． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ミニレポート（Short Reports）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない．授業時に資料を提示する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤祐造、2005、『運動療法と運動処方』、文光堂 (ISBN:978-4-8306-5152-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID110／生理学 

(Physiology) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命現象や生体機能の仕組みを学び，人体の機能系統の器官と働きを理解する．特に，健康・運動に関するヒトの各器官の機

能を取り上げ，応用的に生理学を学ぶ「運動生理学」の基礎として，生理学の知識を身につける． 

 

授業の内容（Course Contents） 

生理学は，生命現象がどのような機能系統でどのように行われているかを学ぶ学問である．ここでは，呼吸，循環，消化・吸収，

排泄，代謝といった生命現象，血液・体液，神経，内分泌，筋・骨といった機能系統，そしてそれらの複雑で微妙な調節のもとで行

われる運動時の生理反応について講義する．これから運動に関する学問を始めるにあたり，生体に関する基礎的な知識を身に

付ける． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生理学とは，細胞，神経系 

2. 筋肉・骨格 

3. 心臓（循環器系） 

4. 血管系 

5. 呼吸器系 

6. 自律神経系 

7. 脳（中枢神経系） 

8. 内分泌系 

9. 代謝生理 

10. 血液および生体防御（免疫系） 

11. 腎臓（泌尿器系） 

12. 消化と吸収 

13. 性，生殖 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う．各自確認し，予習・復習を行うこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石渡貴之，村上秀明，依田珠江，長谷川博 ，須田和裕、2017、『生理学 （はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ）第 1 版 

第 2 刷』、化学同人 (ISBN:9784759817027) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中越郎、2009、『イラストでまなぶ生理学（第 2 版）』、医学書院 

2. 彼末一之・能勢博編、2011、『やさしい生理学（改訂第 6 版）』、南江堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID115／運動生理学 

(Exercise Physiology) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

運動時の生理機能を理解し，運動によって起こる様々な身体の変化，適応について学ぶ。自身の運動・スポーツ活動，および将

来指導的役割を担った際に活きる知識を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に開講している「生理学」の基礎知識をベースに，運動時の身体の各機能系，器官の反応，およびトレーニングに対する

身体の具体的な変化を解説する。また，運動・スポーツは様々な環境下で行われることから，種々の環境条件（温度，酸素濃度，

水中など）によって身体に起こる適応についても解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・運動中の身体変化 

2. 運動中の呼吸 

3. 運動中の心臓循環システム 

4. 運動中の血液の役割 

5. 運動中の酸素摂取 

6. 運動中の筋活動 

7. 運動中の神経活動 

8. 運動中のエネルギー（ホルモン分泌） 

9. 運動中のエネルギー（有酸素性および無酸素性エネルギー産生） 

10. 運動中の体温調節 

11. 暑熱環境下での運動 

12. 高地環境下での運動 

13. 水中での運動 

14. トレーニングと疲労 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回クイズを出すので，次回の授業までに答えを学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/口頭試問(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 朝山正己・彼末一之・三木健寿編、2012、『イラスト運動生理学』、東京教学社 (ISBN:4808260328) 

2. Jens Bangsbo. 2011. Exercise and Training Physiology - A simple approach. SISU Sports Books (ISBN:9789186323349) 

安松幹展 監訳, 指導者のためのトレーニング生理学（仮タイトル）, 大修館書店, 2018 発刊予定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前に，「生理学」を受講済みであることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／循環器検査・救急処置演習 

(Cardiovascular Examinations and First-Aid) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心電図、運動負荷試験、１次救命処置（BLS）を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在、高齢者が循環器疾患や呼吸器疾患に罹患した場合に、メディカルチェックとして運動負荷試験が行われることがある。その

運動負荷試験についての知識および思考方法を習得する。また、スポーツの現場で起こりうる事故対応としての救急蘇生法や外

科的処置について習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は健康運動指導士の資格科目であり、資格習得に必要な知識を得るのに必要な専門的な知識を得るためのものである。

そのため授業外で行うべき課題が各自に課され、専門的な知識を習得する意欲が必要となる。また、実技においては、救急処置

の手技を十分に習得することを確認するための実技試験を課す。本授業を受講することにより、基本的な心電図、運動負荷試験

の理解とともに、１次救命処置（BLS）が１人で行えるように学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスクマネージメントの概念 

2. 一次救命処置（心肺蘇生および AED）１ 

3. 一次救命処置（心肺蘇生および AED）２ 

4. 子どもの一次救命処置。気道異物除去 

5. 一次救命処置（心肺蘇生および AED）・実技テスト１ 

6. 一次救命処置（心肺蘇生および AED）・実技テスト２ 

7. 運動負荷試験とは？ 

8. 運動負荷試験の禁忌、運動負荷試験の緊急時対策、中止基準 

9. 正常心電図 

10. 異常心電図 

11. 心電図の測定方法 

12. 実技および実技テスト（心電図・運動負荷試験） 

13. 外科的処置および応急手当 

14. 頭部打撲・頸部損傷時の対応 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎授業時に課題を出すので、それを Blackboardに提出する。詳細は授業内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎授業時に課される小レポートの評価(40%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：授業評価の対象となる小レポートは，Blackboardを使用して提出する必要がある．また，この小レポートの提出期限は毎授

業日の 23時 59 分までであり，これ以降は一切受け付けないので注意すること．したがって，毎週授業後に Blackboardへのアク

セスが必要となる 

 

康運動指導士の資格科目であり、資格試験に準じた専門性の高い授業内容となる。 
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注意事項（Notice） 
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■ID125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID125／介護概論 

(Introduction to Care Work) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 将子(ITO SHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1990 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学科・他学部用科目コード IB130 

 

授業の目標（Course Objectives） 

介護の現場や対象について具体的にイメージできる。 

介護に対して自分の意見を述べられる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・基本的な介護の知識・技術の概要については主に講義形式ですすめる。 

・介護活動の現場については DVD 等で紹介し、具体的なイメージ化につなげる。 

・グループワークなどを通して、介護について考える機会を持つ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 介護活動の場の理解 

3. 介護の概念・理念の理解 

4. 介護の対象理解 

5. 医療ニーズの高い利用者に対する介護 

6. 福祉用具の活用と住環境 

7. 認知症のケア（１） 

8. 認知症のケア（２） 

9. 終末期のケア（１） 

10. 終末期のケア（２） 

11. 介護過程の展開技法 

12. A さんが希望する生活を考える（１）（グループワークの準備） 

13. A さんが希望する生活を考える（２）（グループワークの発表） 

14. A さんが希望する生活を考える（３）（グループワークのまとめ） 

15. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

介護分野で興味のある書籍（認知症ケアや終末期ケアなど）や資料を読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席、授業・グループワーク参加態度(25%)/コメントカード(25%) 

なお、単位取得のためには、授業回数の 3 分の 2 以上（試験を含む）の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて教示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

追加資料は授業時に適時配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID130／スポーツ科学総論 

(Sports Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツを科学的な目で捉える 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツを科学的に探求する様々な研究分野を学び，スポーツに関する偏った判断やあいまいな考えよりも，科学的手法を用い

て観察した情報や実験結果が信頼されるものであることを理解する。スポーツ科学の「研究」成果を指導や報道などの「現場」へ

適切に伝える「通訳」となれるように，正確な知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツに対する科学的貢献度は，パフォーマンスが向上したか否かが重要な判断基準となる。パフォーマンスには体脂肪，筋

力，パワー，持久力，環境条件，心理状態，栄養状態などが作用する。また，ゲーム分析や社会調査研究の結果も利用されてい

る。ここでは，スポーツ科学の貢献例を中心に，スポーツ科学を映像・PC を使用して総合的に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 科学によるサポートとは 

2. 暑熱環境対策 

3. 持久力とパフォーマンス 

4. 筋力とパフォーマンス 

5. ドーピング 

6. 体脂肪とパフォーマンス 

7. 心理的サポート 

8. ゲーム分析 

9. バイオメカニクス的サポート 

10. 寒冷環境対策 

11. 高地環境対策 

12. 時差対策 

13. 栄養学的サポート 

14. サッカーの科学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席レポート(30%) 

ただし，スポーツ科学を総合的に学ぶ観点から，単位認定のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安部孝・琉子友男編、2015、『これからの健康とスポーツの科学（第 4 版）』、講談社 (ISBN:406280655X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID140／運動方法学 

(Exercise Technique) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 健太郎(TAKAHASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ・運動を指導する際の方法学的な基礎を養うために，解剖学，運動生理学，運動力学といった基礎科学から，身体運動

のメカニズムを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

運動方法学の基礎となる，人体の構造および機能，力学的法則や理論構築にいたる歴史的背景などを序論的に解説し，スポー

ツ動作の基本となる動きの概念，および具体的なスポーツ種目を想定して，合理的なスポーツ動作について，指導法も含めて講

義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバスの説明 

2. 運動方法の教授 

3. 運動の分析方法 

4. 移動運動の理論 

5. ジャンプ動作の理論 

6. 投運動の理論 

7. 打撃運動の理論 

8. キック動作の理論 

9. 水中運動の理論（水中環境の運動生理学を含む） 

10. 滑走運動の理論 

11. 回転運動の理論 

12. ボールスキルの理論 

13. 対人運動の理論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

運動生理学，解剖学の知識を習得しておくことが望ましい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井喜八・西山哲成、『スポーツ動作学入門』、市村出版 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／運動方法学演習３ 

(Exercise Technique Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サッカーの技術・戦術に対する理解を深めるとともに，将来指導を行うことを想定して，コーチングスキルの向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，世界で最も多くの人が行っている球技であるサッカーを取り扱う．数人のグループ毎にそれぞれ設定したテーマに

従って，指導実践を授業の前半に行い，後半は，指導実践内容に対して全員で議論する時間を設ける．さらに，テーマに応じて

指導方法，種目特性などを解説する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方，グループ分け， テーマ決定等） 

2. ウォーミングアップと試しのゲーム 

3. 観る 

4. ボールフィーリング＆ドリブル 

5. パス＆コントロール 

6. シュート 

7. ゴールキーピング 

8. 守備のテクニック 

9. ボールを奪う 

10. ポゼッション（サポート） 

11. ゴールを目指す 

12. ボールを使用したフィジカルトレーニング１（有酸素性トレーニング） 

13. ボールを使用したフィジカルトレーニング１（無酸素性トレーニング） 

14. まとめのゲーム 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ガイダンス時および各授業終了時に適宜指示する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および授業への取り組む姿勢(30%)/指導実践と指導実践に関する小レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を適宜配付する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本サッカー協会、2014、『サッカー指導の教科書』、東洋館出版社 (ISBN:4491030235) 

2. Jens Bangsbo、2008、『ゲーム形式で鍛えるサッカーの体力トレーニング』、大修館書店 (ISBN:4469266744) 

3. 日本サッカー協会、2017、『JFA 指導指針 2017（U10～18）』、日本サッカー協会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Aグランドで運動のできる服装・靴（サッカースパイクでなくても構わない）を用意すること． 

また，雨天時には.体育館で運動のできる服装と体育館用の靴（底が黒以外のもの）を用意すること． 

 

注意事項（Notice） 
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■ID150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／運動方法学演習４ 

(Exercise Technique Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 光将(GOTOU MITSUMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テニスのルール・マナーを理解して，ストロークラリーが 20 回以上続けられること，中学校や高校での保健体育授業でのテニス

授業展開方法の理解，および，初心者指導ができるようになることを到達目標として設定します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テニスは老若男女問わず行うことができるスポーツの代表的な存在です。本授業では，テニスの基礎的技術練習を行い，ルー

ル，歴史，競技特性を理解しながら，仲間とのコミュニケーションを深めていきます。生涯にわたってテニスを実践できる素養を学

びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（テニスの特性） 

2. 初心者導入練習 

3. フォアハンドストロークの基礎 

4. バックハンドストロークの基礎 

5. ボレーの基礎，ミニゲーム 

6. サービス，スマッシュ 

7. 対人ラリーへの発展練習 

8. 送球マシーンを用いた練習，歴史 

9. 送球マシーンを用いた練習，ルール 

10. 送球マシーンを用いた練習，マナー 

11. 送球マシーンを用いた練習，ダブルスゲームの戦術 

12. 送球マシーンを用いた練習，シングルスゲームの戦術 

13. 送球マシーンを用いた練習，ダブルスゲーム 

14. チャンピオンゲーム 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テニスのルールを本やウェブサイトで予習しておいてください。受講にあたってテニスの経験や能力のレベルは問いません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み度(20%)/最終レポート(Final Report)(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

3/4 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本テニス協会、2015、『テニス指導教本Ⅰ』、大修館書店 (ISBN:4469267856) 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しません。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID155／解剖学 

(Anatomy) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

運動器の解剖を中心に学習し，代表的なスポーツ外傷障害を理解する上で必要な解剖学を理解する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

解剖とは，骨や筋肉などの構造と機能を学ぶ組織学と，どの筋肉がどのような骨につき，どのような動きを生じるかを学ぶマクロ

解剖学がある．組織学と解剖学を，種々の疾患をもとに紹介する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに-ミクロ組織学とマクロ解剖学 

2. 骨と筋肉 

3. 関節の構造 

4. 膝関節の解剖 

5. 膝周囲の筋解剖 

6. 股関節・骨盤周囲の筋解剖 

7. 体幹の解剖 

8. 足部、足関節周囲の解剖 

9. 頚椎、胸椎、腰椎の解剖 

10. 肩の解剖 

11. 肘の解剖 

12. 手関節の解剖 

13. 運動器以外の解剖 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎授業時に課題を出すので、それを Blackboardに提出する。詳細は授業内で説明する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/毎授業時に課される小レポートの評価(35%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：授業評価の対象となる小レポートは，Blackboardを使用して提出する必要がある．また，この小レポートの提出期限は毎授

業日の 23時 59 分までであり，これ以降は一切受け付けないので注意すること．したがって，毎週授業後に Blackboardへのアク

セスが必要となる 

 

注意事項（Notice） 
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■ID165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／運動方法学演習７ 

(Exercise Technique Seminar 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バスケットボール指導法 

担当者名 

（Instructor） 
石原 明美(ISHIHARA AKEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バスケットボールの競技特性を学び，実技を通じ基礎的技術を習得し，更に専門的練習法や戦術と，ゲーム運営，指導法を学習

することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業ではドリルを多く取り入れて基礎的個人技術を習得していき，ミニゲームを数多く行い，更に基本的な集団技術，戦術を理

解してレベルアップを図る。競技の専門的知識や練習法を紹介し，ルール，審判法も学習していく。まとめに模擬授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １）オリエンテーション 

基礎的個人技術（シュート，ドリブル，パス，リバウンド，ピボットのドリル） 

2. ２)～３）基礎的個人技術（シュート，ドリブル， パス，リバウンド，ピボットのドリル） 

3. ２)～３）基礎的個人技術（シュート，ドリブル， パス，リバウンド，ピボットのドリル） 

4. ４)～５）基本的集団技術（オフェンス戦術とディフェンス戦術を含めて２対２, ３対３のドリル） 

5. ４)～５）基本的集団技術（オフェンス戦術とディフェンス戦術を含めて２対２, ３対３のドリル） 

6. ６）ゲーム運営・審判法，救急処置とテーピング 

7. ７)～12）模擬授業の実施 

8. ７)～12）模擬授業の実施 

9. ７)～12）模擬授業の実施 

10. ７)～12）模擬授業の実施 

11. ７)～12）模擬授業の実施 

12. ７)～12）模擬授業の実施 

13. 13)～15）レポート提出 実技テスト 

14. 13)～15）まとめ 実技テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

バスケットボールの競技経験の有無は問わない。 

バスケットボールシューズまたは室内用のスニーカーシューズを用意すること。 

準備学習については，必要に応じて授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業理解度(30%)/実技(10%)/授業参加態度(20%)/模擬授業(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

単位修得のためには３分の２以上の出席を必要とする 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本バスケットボール協会 編、2014/7/25、『バスケットボール指導教本改訂版上巻』、大修館書店 (ISBN-10: 4469267627) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本バスケットボール協会編、『バスケットボール指導教本改訂版下巻』、大修館書店 (ISBN78-4-469-26802-7) 

2. 小野秀二監修、『考える力を伸ばす！バスケットボール練習メニュー200』、池田書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／運動方法学演習８ 

(Exercise Technique Seminar 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
剣道の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 健太郎(TAKAHASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

剣道の礼法および基礎的動作の習得。 

 

授業の内容（Course Contents） 

剣道の礼法を習得するとともに，基本的動作を習得するため「日本剣道形」，「木刀による剣道基本技稽古法」などを学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 剣道の礼法 

3. 竹刀と刀法 

4. 剣道の基本的動作 1 

5. 剣道の基本的動作 2 

6. 剣道の基本的動作 3 

7. 剣道の基本的動作 4 

8. 剣道の基本的動作 5 

9. 日本剣道形 1～3 本目 

10. 日本剣道形 4～7 本目 

11. 日本剣道形 8～10 本目 

12. 木刀による剣道基本技稽古法その 1～3 

13. 木刀による剣道基本技稽古法その 4～6 

14. 木刀による剣道基本技稽古法その 7～9 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

トレーニングウエア等，運動のできる支度をすること。 

準備学習については，必要に応じて授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／運動方法学演習９ 

(Exercise Technique Seminar 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
水泳・水中運動 

担当者名 

（Instructor） 
足立 哲(ADACHI SATORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1050 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科選択必修科目 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水泳を通して自ら課題を発見し、「いかに解決するか」を考え取り組む姿勢および理解、技能習熟度を評価します。「水泳」は生涯

スポーツとしても親しまれ、その特殊な環境下での受ける様々な影響を理解し、技能改善に取り組み、安全に指導ができるように

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

水泳・水中運動にに着目し、陸上運動のとの違いや触れ、水の物理的特性、生理学的反応などを理解する。 

泳法や水中での様々な運動を段階的に進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・水泳用健康診断 

2. 水中運動・陸上運動の違いについて  

水中歩行 ・水中ストレッチ・ 泳力診断 

3. 水の特性①（熱・水圧・浮力・抵抗）  

基礎姿勢 ・ 基本的な推進方法 

4. 水の特性②（生理反応・アルキメデスの原理・比重と密度） 

クロールと背泳ぎ① 

5. 水の特性③（推進パワー） 

クロールと背泳ぎ② 

6. 水の特性④（抵抗と揚力） 

平泳ぎ① 

7. 泳ぎの評価（ストロークパラメータの算出） 

平泳ぎ② 

8. 折り返し技術（ターン：オープンターン・タンブルターン） 

平泳ぎ③ 

9. 水中動作の印象分析と課題発見・実践① 

アクアティックエクササイズの検討① 

10. 水中動作の印象分析と課題発見・実践② 

アクアティックエクササイズの検討② 

11. 水中動作の印象分析と課題発見・実践③ 

アクアティックエクササイズの検討③ 

12. アクアティックエクササイズの検討④ 

エレメンタリーバタフライストローク・バタフライ 

13. スタート動作の段階的習得 

様々な水泳 

14. 水泳・水中運動まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として各泳法に関して書籍・映像等を確認しておくこと 

水着（競泳用・フィットネス用）、キャップ、ゴーグル、タオル等を持参すること 

アクセサリー等は外して受講すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業態度・参加意欲(50%)/授業内レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

単位習得のためには 2/3 以上の出席が必要となる 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業で水泳用健康診断を実施するため必ず出席すること。 

※初回授業は水着等の実技用の用具は持参しなくてよい。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID210／アダプテッドスポーツ論 

(Adapted Sports) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 信行(TANAKA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 スポーツ活動・指導に関して幅広い考え方を養うため、一般に積極的な身体運動が適応しにくい状況の人（障がい児・者、高齢

者等）が、スポーツなどの積極的な身体活動を行う意義やその方法を理解することを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アダプテッドスポーツ（概要）について理解を深められる内容を紹介します。 

 まずは、対象者の状況（障がい等）を理解し、その上で、積極的な身体運動の例を表示し、その指導プログラム作成を行うよう

にします。また、可能な限り演習的な取り組みを検討し、体育館の使用が”可能であれば”、実技も予定できたらと思います。 

 なお、授業に関する連絡は、Blackboard の「お知らせ」に掲示しますので、前日の夜 8 時過ぎに授業資料とともに確認してくださ

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション（本授業で使用する言葉を含む） 

・アダプテッドスポーツとは 

2. 運動プログラム作成の基本的な考え方 

（履修者の人数によってはグループワークを行う予定） 

3. 身体運動に向けたプログラムの例 

（新聞紙-通常の大きさ-１枚、はさみ、セロテープ）--忘れると参加出来ないので注意 

4. 加齢に伴う身体的変化及びトレーナビリティーについて 

5. 主に虚弱高齢者を対象にした運動プログラムについて 

(介護予防に向けて) 

6. 車いす使用者と運動プログラム-1 

（車いす使用者の理解／ 取り組まれているさまざまなスポーツ） 

7. 車いす使用者と運動プログラム-2 

(車いす使用者の理解／インクルーシブ体育・スポーツ) 

8. 肢体不自由者と運動プログラム 

(肢体不自由者の理解／インクルーシブ体育・スポーツ) 

9. 視覚障がい者と運動プログラム-1 

（視覚障がい者の理解／ 取り組まれているさまざまなスポーツ） 

10. 視覚障がい者と運動プログラム-2 

(インクルーシブ体育・スポーツ) 

11. 知的障がい者と運動プログラム-1 

(国内外のスポーツ大会におけるスポーツ) 

12. 知的障がい者と運動プログラム-2 

(インクルーシブ体育・スポーツ) 

13. 発達障がい者と運動プログラム 

(さまざまな取り組み) 

14. まとめ・評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業中に”任意”提出の課題を提示します。皆さんの中には”次回授業開始時に提出”の課題を提示した際に欠席をする場合も

ありますが、その場合は自らが”必ず”授業出席者に授業内容等を確認してください。任意のため教員からの連絡はしません。ま

た回収時以外で受け取った場合(授業遅刻時の場合も含めていかなる理由でも)は、採点できませんのでくれぐれも自己責任で注

意願います。欠席して自らが提出できない場合は、出席者に依頼するか、提出日の”授業開始時まで”にメール

(5550307@rikkyo.ac.jp)で提出してください。機械的な送信ミスで不送付などであっても、メール送信記録の時間(授業開始前まで

可)によっては、採点できませんので早めの対応を願います。なお、レポートの提出が遅れたなどの問い合わせに対しては、メー

ルであっても回答しかねますので注意願います。授業外レポートの有無と課題は、当該の授業資料の最後に提示しますので、欠

席をする場合でも必ず資料の確認をしておいてください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業外レポート(30%) 

平常点の”授業外レポート”は”任意”で、授業の進行状況で提示します。 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業用の配付資料を、前日の 20 時頃までに大学 V-Campus”Blackboard”に提示します(下記の「その他」も参照)。各自でダウ

ンロードして印刷、または PC（Mac やタブレットなどを含む）保存して持参しくてください。これは、欠席者がいると、1 種類の資料

毎に、毎回、多くの用紙が廃棄になる可能性があるためです。環境保護のためにもご協力願います。ただし、”初回のみ”、教員

が印刷していきます。 欠席した際の資料も、１月末まではいつでもダウンロードできます。 

 ファイルが PDFのため、PC 保存の場合はメモが取れないため専用ノートの作成を推奨します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 植木省三 代表著者、2017、『イラストアダプテッド・スポーツ概論』、東京教学社 (ISBN:ISBN978-4-8082-6050-7) 

2. 矢部京之助編著、2009、『アダプテッド・スポーツの科学』、市村出版 (ISBN:ISBN978-4-902109-01-6) 

 授業内容外の質問に該当するものや時間の制約で説明できない場合には、文献等を紹介しますので、各自で確認願います。

授業の終了後に問い合わせください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本来は、先に示した 1.の書籍を使用することになりますが、2,376 円／冊(税込み)で、皆さんの負担も大きくなります。そのた

め、”テキスト その他”で示したように、２回目以降の授業資料は、「Blackboard→"障害者スポーツ論"→教材/課題/テスト」→

「教材」から、各自でダウンロードして印刷／PC に保存し持参してください。 資料は 1 月末までを期限として掲載する予定です。  

 

注意事項（Notice） 
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■ID215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／トレーナー演習 

(Trainer Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コンディショニング 

担当者名 

（Instructor） 
石山 信男(ISHIYAMA NOBUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

同一内容 2 時限開設，1 時限のみ履修可 

人数制限各 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会におけるスポーツ・運動の果たす役割，重要性を理解し，健康で健全なライフスタイル実現のための基礎的な知識と技

術を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

競技レベル，老若男女問わず，健康維持，増進をサポートするための基礎知識，技術についてパフォーマンスの発揮，傷害予防

を目的としたコンディショニングの方法であるテーピング，ストレッチング，アイシング，マッサージ，救急処置などの内容について

の講義と実習を中心に取り組んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 スポーツ現場におけるトレーナーの役割 

2. コンディショニングとは 

3. セルフチェック・評価法 

4. アイシング／クーリング 

5. 救急処置(1) 

6. 救急処置(2) 

7. テーピング－基礎，指－ 

8. テーピング－足関節(1)－ 

9. テーピング－足関節(2)－ 

10. テーピング－膝関節－ 

11. テーピング－その他－ 

12. マッサージ 

13. ストレッチング 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

３.～１３.は，実習を伴うので動きやすい服装を準備すること。 

準備学習については，必要に応じて授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(50%)/実技テスト(30%)/レポート(20%) 

なお単位取得には 10 回以上の出席が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

石山修盟『テーピングの新しい教科書』（日本文芸社） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID221／ウエルネススポーツ医学 

(Clinical Sports Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
運動障害と予防 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2150 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質の高いスポーツ指導を行うためには，スポーツ医学の知識を持つことが必要不可欠である．そのために基本的なスポーツ外

傷・障害の知識を理解する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツ外傷・障害・疾患を理解する上で必要な医学を簡単に紹介する．健康に対する総論的な知識習得と共に、内科的・整形

外科的スポーツ障害について，診断や重症度の評価，救急処置，治療方針，予防など講義する．また，スポーツ医学に関して，

いくつかのトピックスを紹介する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予防医学・医事法規 

2. 生活習慣病概論－生活習慣病予防とスポーツ 

3. 介護予防概論－理念、現状とその予防 

4. 内科的障害と予防―突然死― 

5. 内科的障害と予防―熱中症など― 

6. 内科的障害と予防―慢性スポーツ障害― 

7. 外科的傷害・上肢（肩・肘・手関節・手） 

8. 外科的傷害・下肢（１）（膝） 

9. 外科的傷害・下肢（２）（足関節・足） 

10. 外科的傷害・脊椎（頸椎・胸椎・腰椎） 

11. 外科的傷害・頭部打撲・脳震盪 

12. 成長期・女性・高齢者とスポーツ障害 

13. 薬物とスポーツ・ドーピング 

14. スポーツに関わる感染と皮膚疾患 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎授業時に課題を出すので、それを Blackboardに提出する。詳細は授業内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/毎授業時に課される小レポートの評価(35%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：授業評価の対象となる小レポートは，Blackboardを使用して提出する必要がある．また，この小レポートの提出期限は毎授

業日の 23時 59 分までであり，これ以降は一切受け付けないので注意すること．したがって，毎週授業後に Blackboardへのアク

セスが必要となる 

 

注意事項（Notice） 
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■ID225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID225／生活習慣病の科学 

(Illnesses of  Lifestyle Choices) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2150 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活習慣病について，病気の概念を理解する．この理解を基に，生活習慣病を予防法に関して考察する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

メタボリックシンドロームの概念を理解し，生活習慣により生ずる疾患の頻度，病因，病態，症状，診断方法および治療法などを

紹介する．これらの疾患に対する予防へのアプローチとして，生活習慣の改善や運動療法などを明らかにしていく． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メタボリックシンドロームとは？ 

2. 肥満症（１）（疫学，診断，概念） 

3. 肥満症（２）（治療・運動療法） 

4. 高血圧（１）（定義，病態，症状，診断） 

5. 高血圧（２）（合併症，治療・運動療法） 

6. 高脂血症（疫学，病態，診断，治療） 

7. 高尿酸血症（疫学，定義，病態，診断，治療） 

8. 糖尿病（１）（定義，病態，症状，診断） 

9. 糖尿病（２）（合併症，運動療法および治療） 

10. 虚血性心疾患（疫学，定義，虚血の病態・疾患） 

11. 虚血性心疾患（危険因子，治療，予防） 

12. 骨粗鬆症（病態，診断，治療，予防） 

13. 関節リウマチ（病態，診断，治療） 

14. 変形性関節症（病態，診断，治療・運動療法） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎授業時に課題を出すので、それを Blackboardに提出する。詳細は授業内で説明する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/毎授業時に課される小レポートの評価(35%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：授業評価の対象となる小レポートは，Blackboardを使用して提出する必要がある．また，この小レポートの提出期限は毎授

業日の 23時 59 分までであり，これ以降は一切受け付けないので注意すること．したがって，毎週授業後に Blackboardへのアク

セスが必要となる 

 

注意事項（Notice） 
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■ID230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID230／身体文化論 

(Culture and the Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的身体の構築を考える 

担当者名 

（Instructor） 
石井 隆憲(ISHII TAKANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体の構築に関する理論を理解し，身体行為と社会の関係を人類学的な観点から説明できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体文化とは，私たちの「からだ」を中心にして，そこから紡ぎだされる文化的現象の全体を指す言葉である。本講義では，こうし

た文化がどのように捉えられてきたのかを日常の身体行為やスポーツなどを事例に，人類学的な視点から解説を加えるものであ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 身体文化論の視点 

2. 身体変工する人々 

3. 身体の国民化（フーコーの一望監視システム） 

4. 近代医療のグローバル化と身体認識の画一化 

5. M・モースの「身体技法」 

6. P・ブルデューの「ハビトゥス」 

7. 正統的周辺参加（状況論）による身体の構築 

8. 映画の中の身体（その１）-空手映画「黒帯」を事例として- 

9. 映画の中の身体（その２）-リアリズムとは何か- 

10. 身体のコミュニケーション 

11. 動きの配列と身体感覚・身体の共振（その１）-映画"Mystic Ball"を事例として- 

12. 動きの配列と身体感覚・身体の共振（その２）-ミャンマーの伝統スポーツ「チンロン」の事例- 

13. 身体化された心の理論 

14. 現象学的な身体理解 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習ならびに復習等の具体的な指示は，毎回の授業の終わりに連絡する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の小テスト(40%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID235／スポーツ政策 

(Sports Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツプロモーションの視点からスポーツ政策を考える 

担当者名 

（Instructor） 
菊 幸一(KIKU KOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学科・他学部用科目コード IC215 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツに対する政策の社会科学的なとらえ方，およびその歴史的展開と現代社会におけるスポーツ政策の特徴や課題につい

て，スポーツプロモーションの視点から理解する。この科目は，専門基幹科目という科目群のひとつである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

配布資料に基づいて政治や政策の概念を説明し，スポーツに対する政策のフレームを講義する。また，「スポーツとグローバリゼ

ーション」あるいは「戦後日本のスポーツ政策」といった観点からスポーツ政策にかかわるトピックスを紹介し，歴史的な経緯や現

代社会のスポーツ政策の特徴および課題を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的，内容，方法，評価等の説明 

2. スポーツ「政策」の概念；政治と政策の関係から行政施策と政策の違いを考える 

3. スポーツ政策はどこにみられるか 

4. 社会のなかのスポーツ政策；スポーツ禁止の歴史、ギャンブルとしてのスポーツ 

5. 禁止されるスポーツの状況；ビデオ学習（小レポート）スポーツは本来、どのような文化であったのか 

6. スポーツのグローバリゼーションとスポーツ政策の意義（テキスト予習レポート準備） 

7. 体育政策としての日本のスポーツ政策概念の課題 

8. 諸外国のスポーツ政策の基本的考え方と動向（１）；ヨーロッパ 

9. 諸外国のスポーツ政策の基本的考え方と動向（２）；北米とアジア 

10. 戦後日本のスポーツ政策の特徴と課題（１）；～1990 年代まで 

11. 戦後日本のスポーツ政策の特徴と課題（２）；「スポーツ振興基本計画」 

12. 総合型地域スポーツクラブの政策的課題；ビデオ学習（小レポート）ヨーロッパの総合型から何を学ぶか 

13. 現代社会におけるスポーツ政策の課題（１）；「スポーツ基本法」「スポーツ基本計画」の成立と特徴 

14. 現代社会におけるスポーツ政策の課題（２）；「スポーツ宣言日本」の意味するもの 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布された資料内容を授業進行に合わせて予習する。2 回程度予習レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義内での小レポートおよび予習レポート(40%) 

単位修得のためには，いかなる欠席事由があろうと 70％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

こちらで用意したテキスト資料を随時，配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菊幸一ほか編著、2011 年, 3,500 円＋税、『スポーツ政策論』、成文堂 (ISBN:978-4-7923-8067-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）配布資料をテキストとする板書講義を中心とするが，随時，視覚（ビデオ）教材を用いる。 

2）受講人数によっては，予習レポートに基づく小グループによるテーマ・ディスカッションを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID240／健康政策 

(Health Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
柳川 尚子(YANAGAWA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学科・他学部用科目コード IC210 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体活動・運動を中心とした我が国の健康づくり政策の概要とその意義を学び、国民の健康で豊かな生活を支える政策の過程

を分析・判断できる基本的な力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

配布資料に基づき、等身大の健康課題からその動向や背景を解説していく。また、健康づくりの現場の声を聞いたり、健康づくり

に関する施策を調査・発表することにより、理解を深める｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 健康政策アウトライン 

2. 日本が誇る医療保険制度の概要 

3. 我が国の健康施策の変遷～感染症から生活習慣病対策へ 

4. メタボリックシンドロームと特定健診・特定保健指導 

5. データで見る日本の健康格差 

6. 身体活動の効果とアクティブガイド 

7. たばこをめぐる攻防 

8. 健康日本 21（第二次） 

9. 健康日本 21（第二次） 調査プレゼンテーション 

10. ロコモティブシンドロームと認知症 

11. 超高齢社会を支える介護保険制度 

12. 地域包括ケアシステムの思想 

13. 障がい者のスポーツと健康づくり 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提供する資料・情報等をもとにした健康づくり政策に関する調査および発表の制作 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で行う調査発表(20%)/毎授業時のテーマに関する小テスト(40%) 

2／3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式だが、毎授業、学生への質問を活発に行う。また学生からのプレゼンテーションおよび

それにともなうディスカッションも予定しているので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID245／スポーツコーチ学 

(Sports Coaching) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ指導者になるために必要なことを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
塩田 徹(SHIODA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ選手を支援するコーチングとは何かを考える。また、スポーツ選手がパフォーマンスを最大限に発揮できるように、トレー

ニング効果を理解し、試合に活かすために、コンディションを整える方法や実践などについて総合的に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツ選手の指導者は、選手の体力や技術など、また練習環境に応じた適切なトレーニングを課すことが必要となる。また、目

標を設定したり、精神的な強さを身につけさせることもコーチングの役割である。この授業では、そのために必要なコーチングの

姿勢、トレーニング論、コンディショニング法など様々な理論と実践を紹介していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コーチングの哲学 スポーツマンシップ 

2. スポーツ現場の体罰について 

3. スポーツ指導者の役割 よい指導者とは？ グループワーク 

4. トレーニングの基本 

5. 体力テストの実際とその活用法 

6. 対象に合わせたスポーツ指導 

7. トレーニングの実際１ 

8. トレーニングの実際２ 

9. スポーツ選手のメンタルトレーニング 

10. アスリートの健康管理 

11. 熱中症予防と水分補給 

12. スポーツに関わる資格について 

13. これまでのスポーツ指導者に学ぶ 

14. まとめ   授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題は授業で説明する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(30%)/授業中に課す小レポート(30%)/最終授業のテスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID250／スポーツ社会学 

(Sports Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代スポーツにおける実践的・理論的課題とその乗り越えの可能性 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2790 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツとそれを取り巻く様々な問題を社会学的に検討し，スポーツと現代社会をめぐる理論的，実践的課題とその乗り越えの

可能性を検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツは文化であると同時に社会的な現象である。スポーツの高度化と大衆化は，プラスのみならずマイナスの機能も生じさ

せている。本授業では，スポーツを社会的現象として捉え，その成立，発展，変動のメカニズム，高度化と大衆化に伴う歪みや葛

藤等を考究し，その乗り越えの可能性を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツの社会学的理解 

2. 近代スポーツの成立とスポーツリベラリズム 

3. 近代日本スポーツの成立とエリートスポーツ 

4. 現代スポーツシステムの特徴と危機 

5. 戦後 アスリートを育てる＜場＞の構造の変容 学校運動部 VS 民間スポーツクラブ 

6. スポーツルールの社会学(1)－ルールの構造と機能，変更の力学 

7. スポーツルールの社会学(2)－メンバーチェンジの思想をめぐって 

8. 現代スポーツと社会的逸脱(1)－バーンアウト問題 

9. 現代スポーツと社会的逸脱(2)－ドーピングの問題性とスポーツの本質 

10. 身体と体力の社会学(1)－歴史的身体と体力 

11. 身体と体力の社会学(2)－溶けるからだ 

12. 身体と体力の社会学(3)－からだの教養とこれからの体育・スポーツ 

13. スポーツ文化システムと文化享受 

14. 消費社会とメディア，オルターナティブスポーツ－障害者プロレスをめぐって 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習範囲や課題は，必要に応じて授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(20%) 

なお，1／3 以上欠席したものについてはＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要な文献についてはその都度指示し，必要に応じてコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松尾哲矢、2015、『アスリートを育てる＜場＞の社会学－民間クラブがスポーツを変えた』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-3388-

2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID256／ストレングス・コンディショニング論 

(Theory of Strength and Conditioning) 

担当者名 

（Instructor） 
今西 平(IMANISHI TAIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

科学的根拠に基づいた筋力トレーニング計画をたてるために必要な理論と実践力を養う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

競技スポーツや健康の維持増進において、筋力の重要性に着目されることが多くなった。本講義では、安全で効果的な筋力トレ

ーニングを計画するための理論を学習する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ストレング・コンディショニングとは何か 

2. 筋力トレーニングの理論  

3. 持久トレーニングの理論  

4. 柔軟性トレーニングの理論 

5. パワー、スピードトレーニングの理論 

6. トレーニング計画の実際 

7. トレーニングの期分け（ピリオダイゼーション） 

8. トレーニングにおける測定・評価 

9. 競技力向上のための体力トレーニングの実際(持久系競技について)  

10. 競技力向上のための体力トレーニングの実際(瞬発系競技について) 

11. 競技力向上のための体力トレーニングの実際(その他の競技について)  

12. 健康増進のための体力トレーニング 

13. トレーニングのモニタリング 

14. 子供や高齢者のトレーニング 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後に BlackBoard 上で履修者に対して行う。各自が確認して予習すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード(30%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業内で紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID260／運動・スポーツ栄養学 

(Sports and Exercise Nutrition) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
勝つための栄養戦略 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

運動生理学およびトレーニング科学の視点から栄養学を捉え直し，スポーツ栄養学の基礎を学ぶとともに，運動実践者に対する

栄養指導の実際を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常の食事を，運動と関連付けて見直し，栄養素レベルの理解の上に適切な食品の選択が成り立つことを理解する。また，アス

リートの栄養指導事例から参考になる要素を抽出し議論することにより，運動時の身体活動量と代謝の変化に応じた栄養摂取に

ついて考案し，提案できるように指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・食生活（食事・飲料）と健康運動 

2. 食事摂取基準と食事バランスガイド 

3. エネルギーと炭水化物 

4. 身体活動量の定量法とその実際 

5. タンパク質とカラダづくり 

6. 体組成とウエイトコントロール 

7. ビタミン・ミネラルとコンディショニング 

8. 水分とコンディショニング 

9. サプリメントとエルゴジェニック 

10. 成長期と女性スポーツの注意点 

11. 瞬発系・パワー系・持久系競技の栄養 

12. 審美系・階級制競技とチームスポーツの栄養 

13. 栄養・食事アセスメントと栄養サポートの方法（行動変容） 

14. 競技別栄養サポートの実際（ゲストスピーカー） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびコメントカード(20%)/授業内小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田口素子・樋口満編、2014、『体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学』、市村出版 (ISBN-13: 978-4902109320) 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉浦克己、2007、『選手を食事で強くする本』、中経の文庫 (ISBN-13: 978-4806128786) 

2. メルビンウィリアムズ、2000、『スポーツ・エルゴジェニック―限界突破のための栄養・サプリメント戦略』、大修館書店 (ISBN-

13: 978-4469264333) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業時にテキストを持参すること 

 

注意事項（Notice） 
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■ID266 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID266／スポーツウエルネス心理学 

(Sport Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常生活の充実と競技力向上のための心理学 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

競技者にとって、心理的な知識や技術を習得することは競技力を向上させるための重要な手段の一つである。また非競技者にと

っても、スポーツや身体運動を実施することにより、心理面や身体面などのウエルネスレベルの向上などさまざまな効果が期待さ

れる。本講義では、心理的スキルの基礎的な知識を習得し、競技力の向上や日常生活でのウエルネスレベルの向上に応用でき

ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

競技者にとっては、心・技・体のバランスとそれらの向上が競技力を高めるのに欠かせないが、特に一流競技者では心理面での

知識や方略が勝敗を分けることは珍しくない。一方非競技者に注目すると、スポーツや身体運動は、体力の向上や生活習慣病

の予防などの身体的側面ばかりではなく、最近では認知機能や心理社会的側面においても重要な働きを持つことが明らかとなっ

ている。本講義では、前半にスポーツ活動に関連した心理的スキルやその効果など、後半は生きがいなども含めたウエルネスと

の関係について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 身体運動の心理的効果 

3. 心理的競技能力 

4. スポーツと免疫機能 

5. イメージと生理反応  

6. メンタルトレーニングⅠ 

7. メンタルトレーニングⅡ 

8. あがりの克服・リラクセーションの技術Ⅰ 

9. あがりの克服・リラクセーションの技術Ⅱ 

10. スポーツとタイプ A行動様式 

11. スポーツ選手の心理サポートⅠ 

12. スポーツ選手の心理サポートⅡ 

13. 生きがいとスポーツ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前や授業後に課題を提示し、その提出や発表を求めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各講義時に実施するリアクションペーパー(30%)/講義中の発表内容や態度等(20%) 

単位取得には、全講義数の 3 分の 2 以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

事前に用意すべきテキストや参考書は考えていない。必要に応じて資料を配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID268 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／測定評価演習 

(Statistical Evaluation) 

担当者名 

（Instructor） 
川本 竜史(KAWAMOTO RYUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では，人々の健康づくりやスポーツ選手の競技力向上に役立てることを目的とした測定・評価のスキルを体験的に習得す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに体力測定評価の目的や意義について学ぶ。また多様な測定実習を通じて，体力測定の実践スキルを獲得する。さらに，

PC を活用した測定データの分析実習を通じて，測定結果を単なる数値の羅列から，運動やスポーツ指導の現場で活用できる情

報へと要約するスキルを身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の進め方・体力測定評価の目的と意義 

2. 講義：体力測定と評価 

3. 測定実習：フィールドテスト 

4. 分析実習：体力データの整理・要約 

5. 分析実習：表計算ソフトによるスポーツデータの統計分析 

6. 測定実習：歩行・走行パフォーマンスの計測 

7. 分析実習：測定結果の精度評価 

8. 測定実習：柔軟性・アライメントの評価 

9. 測定実習：スポーツ動作の計測と解析 

10. 測定実習：すばやさ・巧みさの測定と評価 

11. 分析実習：SPSSによるスポーツデータの統計分析 

12. 分析実習：VBAマクロによる体力診断システムの構築 

13. 測定評価とレクリエーション 

14. まとめ：測定評価をスポーツの現場で活かすには？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席状況および授業参加度(50%)/授業中に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜配布する資料。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／運動方法学演習５ 

(Exercise Technique Seminar 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スキーの技術、スキーの楽しさを学び、併せてスキーの指導法を学ぼう 

担当者名 

（Instructor） 

濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

塩田 徹(SHIODA TORU) 

朝野 聡(ASANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋期間外(Winter Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

秋学期集中 4 年次生履修不可 

人数制限 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 受講者それぞれの技術に応じ、どのような斜面でも楽しく滑走できるようになることを目標とする。また併せて、スキーの指導法

に関しても学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 スキーは誰でも楽しめる非常にポピュラーなスポーツであり、生涯スポーツとして身につけるには最適な種目である。この授業

では，スキー場でのスキー技術指導に加え、ビデオを用いたフォーム分析などを行い、総合的にスキー技術のレベルアップを図

る。さらに、将来指導者となることを想定して、スキー指導の技術についても学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. クラス分けテスト 

3. 講義１：スキー運動の力学的理解 

4. 講義とワークショップ１：スキーのチュンナップとワックシング 

5. スキー実践：プルークボーゲン 

6. スキー実践：基礎パラレルターン 

7. ビデオによる各自のフォーム分析 

8. 講義とワークショップ２：安全で楽しいスキー指導の在り方 

9. スキー実践：スキッティングターン、小回りターン 

10. スキー実践：カービングターン、大回りターン 

11. 講義２：ワールドカップレーサーの持つ心理的特性 

12. 講義と議論：スキーと安全 

13. スキー実践：コブ斜面や深雪エリアでの滑走 

14. スキー実践：スキーツアーの計画と実践 

15. 全体討議：不測の事態が起こりうる自然環境の中で、いかに安全にスキーを楽しむか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackboard上にて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プログラムへの参加意欲、態度(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

随時、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】2019 年 2 月 25 日（月）～3 月 1 日（金） 

【宿泊先】山形県蔵王温泉スキー場 宿泊：ホテル樹林（上ノ台ゲレンデ） 

【事前ガイダンス】12 月 21 日（金）12:20～13:00 新座キャンパス N２２１ 

【参加費用】35,000 円。但し、交通費、リフト代別。 

【その他】５日間を通じて上記のプログラムを実施する。但し、天候等によりプログラムの変更を余儀なくされる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／運動方法学演習６ 

(Exercise Technique Seminar 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アウトドア・アクティビティを体験し、同時に自然環境について考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 

濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

朝野 聡(ASANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春期間外(Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD1060 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 人数制限 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 豊かな自然環境の中に身を置いて、自然に親しみ、種々のアウトドア・アクティビティを体験し、同時に環境問題について考え

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本有数の自然環境がいまだに残る秘境「奥只見」。ここを舞台にカヌー、トレッキング、森林の観察、河川の観察、星空の観

察などを通じ、豊かな自然環境を肌で感じとる。それを前提に、日本の将来の自然環境の在り方について討議、学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キャンプにおける安全管理と危険察知 

3. 奥只見湖のカヌートレッキング 

4. 北の又川のトレッキング：ブナ林の観察とその特性の考察 

5. 中又川エリアの植生観察、イヌワシ観察、天然ウォータースライダーの体験 

6. 枝折峠での雲海観察、星空観察 

7. 銀の道のトレッキング 

8. 中荒沢エリアでのキャンプ、焚き火、飯盒炊爨 

9. ネイチャーゲームの体験① 

10. ネイチャーゲームの体験② 

11. キャンプの運営とその指導① 

12. キャンプの運営とその指導② 

13. 講義：アウトドア・アクティビティとウエルネス 

14. 全体討論：自然環境の改善に向けて、今我々にできる事 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackboard上にて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プログラムへの参加意欲、態度(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 星野道夫、1993、『旅をする木』、文春文庫 (ISBN:978-4-16-751502-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 濁川孝志、2017、『星野道夫の神話』、コスモス・ライブラリー (978-4-434-23318-0C0011) 

その他、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】８月 20 日（月）～8 月 24日（金）４泊５日 

【宿泊先】〒946-0084 新潟県魚沼市銀山平温泉 湖山荘 

【事前ガイダンス】７月 20 日（金）12:20～13:00 新座キャンパス N221 

【参加費用】39,000 円。但し交通費別。 

【その他】①５日間を通じ、上記のプログラムを実施する。なお、プログラム内容は天候などの影響で変更されることがある。 

②単位を収めることにより、希望者は日本キャンプ協会が認定する『キャンプインストラクター』資格の取得が可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID285／余暇生活論 

(Leisure Life) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レジャー・スタディーズ 

担当者名 

（Instructor） 
宮入 恭平(MIYAIRI KYOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学科・他学部用科目コード IC265 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「余暇」や「レジャー」の意味を確認しながら、社会、経済、政治や文化との関係を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

わたしたちの日常生活のなかで、「余暇」や「レジャー」は身近なものになっている。この授業では、最新の話題を盛り込みつつ、

日頃わたしたちが無自覚に享受している「余暇」や「レジャー」の意味を問い直しながら、日本および海外の社会・経済・政治や文

化と関連づけて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 余暇とは何か 

3. レジャー・スタディーズの視点 

4. 娯楽と教養 

5. ツーリズム 

6. 音楽 

7. ショッピング 

8. スポーツ 

9. ライフサイクル 

10. 食 

11. 映画とテレビ 

12. ミュージアム 

13. ギャンブルとセックス 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業はテキストに準じておこないます。予習・復習のためにテキストを活用してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺潤（編）、2015 年、『レジャー・スタディーズ』、世界思想社 (ISBN:4790716627) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺潤＋宮入恭平（編著）、2013 年、『「文化系」学生のレポート・卒論作成術』、青弓社 (ISBN:4787292129) 

その他、授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／海外留学・海外インターン英語（スポ系） 

(English for foreign studies and internships (SW)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To understand the basics of sports management theory and policy 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2903 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Students will be able to identify the basic principles of sports management. 

2. Students will gain a knowledge of careers in sports management. 

3. Students will be able to identify important social issues and possible future trends in the field of sports management. 

4. Students will learn about organizational management and leadership. 

5. Students will have an understanding of Risk management and Sports Law. 

6. Students will have an understanding of sports marketing and promotions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will serve as an overview of the field of sports management. Time will be spent exploring the development of the 

industry, current state, and future trends in the discipline through the lenses of recreation, amateur and professional sports.  

Students will be introduced the basic tenets and principles of sports management.  Through site visits students will have the 

opportunity to see theory in practice at various events, venues, and businesses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Sports Management 1 

2. Introduction to Sports Management 2 

3. Introduction to Sports Management 3 

4. Selected Sport Management Sites 1 

5. Selected Sport Management Sites 2 

6. Selected Sport Management Sites 3 

7. Selected Sport Functions 1 

8. Selected Sport Functions 2 

9. Selected Sport Functions 3 

10. Current Challenges in Sport Management 1 

11. Current Challenges in Sport Management 2 

12. Current Challenges in Sport Management 3 

13. Reviews and Presentation  

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1. Through an exploration of text, guest speakers and experiential learning students will be able to articulate basic 

principles of sports management including the role of the sports manager, identifying leadership styles, and recognizing basic 

sports management fundamentals and theories 

2. Students will gain an understanding of organizational management at macro and micro levels and be able to identify 

organizational theory at the professional, international, grassroots, youth, and community levels. 

3. Students will demonstrate an understanding of economics as it applies to the management of sports organizations 

including basic economic theories and creations of budgets and balance sheets. 

4. Students will be able to identify career opportunities in sports management including the development, particular 

tasks, and the career path of those opportunities 

5. Students will be able to connect tenants of sports management to overall trends of health of wellness. 

6. Students will demonstrate an understanding of Risk Management and Sports Law through effective research 

methods and writing skills 

7. Students will construct a Sports marketing and promotions packet through effective research methods, 

collaboration, and experiential learning.  Students will specifically be able to identify and execute strategies related to fan 

development and community relations as it pertains to sports organizations. 

8. Students will create a mock sports organization demonstrating an understanding of all facets of sports management, 

organizational management, and leadership styles 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Short Papers(30%)/1 Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Pedersen, P.M. & Thibault, L. (eds.). 2014. Contemporary Sport Management (5th ed.).. Human Kinetics Publishers. 

(ISBN:9781450469654) 

適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 

 

注意事項（Notice） 
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■ID291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語で学ぶスポーツマネジメント・ビジネス 

(Sport Management and Sport Business in English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To understand the basics of sports management theory and policy 

担当者名 

（Instructor） 
山口 綾乃(YAMAGUCHI AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD2901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is a comprehensive introduction to psychological and sociological factors that relate to sport and exercise 

involvement and performance. At completion of this course, you should be able to:  

1. Analyze the influence of psychological factors on involvement and performance in sport, exercise and physical 

education settings. This will include an extensive exploration of the field of sport and exercise psychology, mental skills that can 

be examined and training to improve athletic and physical performance.  

2. Analyze how participation in sport, exercise and physical education influences the psychological make-up of those 

individuals involved.  

3. Apply sport and exercise psychology skills and knowledge to coaching, teaching, physical therapy/athletic training, 

and/or exercise/fitness leadership situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Sport and Exercise Behavior is an overview of basic concepts and principles essential to understanding the psychological and 

behavioral aspects of sport and exercise. Emphasis is given to the conceptual frameworks and the applied aspects of sport 

performance enhancement and mental skills, exercise behavior and motivation, sociological factors, and health and well-being. 

Applications are made to future practitioners of coaching, teaching, sports medicine, counseling, sport management, and fitness 

instruction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Coaching Philosophy 

2. Communication 

3. Mental Skills Training 

4. Goal Setting and Imagery 

5. Relaxation and Energization 

6. Self-Talk 

7. Motivation 

8. Energy Management 

9. Attentional Skills 

10. Stress Management 

11. Self-Confidence 

12. Mental Plans 

13. Implementing Mental Skills Training. 

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1. Recall names and meanings of sport psychology theories and techniques  

2. Understand application of sport psychology theories  

3. Apply sport psychology theories and techniques to diverse populations, sports, and settings  

4. Predict and identity which psychological techniques to use based on the type of issue, population, sport, or exercise 

setting  

5. Comprehend and understand why psychology is important in all sport and exercise settings  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/3 Short Papers(30%)/Individual Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. Burton, D., & Raedeke, T.. 2008. Sport Psychology for Coaches. Human Kinetics (ISBN:0736039864) 

適宜、リーディングマテリアルを配布する予定。英語と日本語の両言語での対応。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語に自信がなくても、英語に興味のある学生、海外に興味のある学生、お待ちしております！ 

 

注意事項（Notice） 
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■ID300 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID300／コミュニティスポーツ論 

(Community Sports) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本型スポーツ環境の課題と総合型地域スポーツクラブの近未来 

担当者名 

（Instructor） 
水上 博司(MIZUKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3790 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域スポーツクラブ論の視点からコミュニティとスポーツのあり方を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本における青少年期のスポーツ享受の特徴とその課題を明らかにし、その上でコミュニティスポーツの「これまで」と「これから」

について概説し、コミュニティスポーツの近未来像を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニティスポーツをどう学ぶか（ガイダンス） 

2. 近代スポーツと地域社会の関係 

3. 現代スポーツの変容と日本型スポーツ享受の特徴 

4. 青少年期のスポーツ享受モデルの特徴 

5. 日本的スポーツ観と地域スポーツ 

6. 生涯スポーツ論の思想とコミュニティ政策 

7. 学校運動部モデルの限界と総合型地域スポーツクラブ政策の意義 

8. スポーツ政策とスポーツの公共性 

9. オールタナティブなスポーツの公共性 

10. 総合型地域スポーツクラブ政策の意義 

11. 「スポーツ宣言日本」と市民スポーツ 

12. 市民スポーツのプロモーションにおける課題と可能性 

13. スポーツ NPO と行政の協働事業の可能性 

14. 授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の講義で扱う内容について、一週前の授業時に準備学習の内容をアナウンスする。コミュニティスポーツをめぐる情報（各種

メディア等）について、日頃から収集につとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席状況および授業態度(30%)/レスポンスカード(30%) 

出席回数が２／３未満の場合には D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻の扱い。授業開始後、受講カードを受理できる時間（授業開始後約５分）までにカードを受理できなかった場合は遅刻です。 

準備学習の指示は Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID305／ウエルネスプロモーション論 

(Wellness Promotion) 

担当者名 

（Instructor） 
海老原 修(EBIHARA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

健康を基盤とする自己実現を重層化するウエルネスのあり方を理解し、プロモーションのさまざまな様式を社会史的視点より考

察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不老不死への欲望は、一方で健康への関心を高め、他方で健康を入手できない不安を蔓延せしめる。本講義では、身近な健康

問題が胚胎する矛盾を多角的に理解し、ウエルネスプロモーションの意義と国内外の事例を紹介し、その問題点や課題を講義す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 身近な健康・マーケティングとウェルネス・プロモーションの関係 

2. 不潔を排除する社会とは 

3. Visible or Invisible 健康アイテムの社会史 

4. トイレの考現学 

5. 健康美容関連商品の記号論的解釈① 

6. 健康美容関連商品の記号論的解釈② 

7. 健康美容関連商品の図像学 

8. ウェルネス・プロモーションの経済学 

9. フィンランド症候群 

10. 健康増進法～禁煙問題～ 

11. 健康日本 21（第 2 次）と身体活動指針 2013 

12. メンタルヘルス～自殺問題～ 

13. 諸外国のウェルネス・プロモーション：HealtyPeople2000～2020 

14. 肥満の文化史 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

健康づくり施策、運動基準・運動指針、健康をめぐる衣食住・環境問題、諸外国における健康づくり施策にかんする新聞報道や論

壇などを読み解くとともに、それらが基盤となってウエルネスプロモーションにいかにむすびつくか、思案しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/第１回課題レポート(15%)/第２回課題レポート(15%)/第３回課題レポート(15%)/第４回課題レポー

ト(15%)/第５回課題レポート(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID310／レクリエーション援助論 

(Recreation Assistance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人生 80 年時代の生き方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 文男(MOROOKA FUMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人生におけるレクリエーションの意味と社会的機能を学び，自分の生き方を考えるとともにレクリエーションを楽しむことに障がい

がある人たちに対する援助のあり方を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人生 80 年時代を迎えて今や生涯の約 3 分の 1 が自由時間と化し，レクリエーションはより重要な意味を持つようになってきた。

この授業ではレクリエーションの社会的意義を理解し，その実践を援助するための知識と技術を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションとアイスブレーキング 

2. レクリエーションとは何か？コミュニケーションとホスピタリティ 

3. 人生 80 年時代と余暇生活能力 

4. レクリエーション活動の種類 

5. レクリエーションの機能 

6. レクリエーション運動の歴史（１） 

7. レクリエーション運動の歴史（２） 

8. レクリエーションの展開（１） 

9. レクリエーションの展開（２） 

10. レクリエーションの教育と研究 

11. レクリエーションと生涯学習 

12. レクリエーションと社会福祉 

13. レクリエーションとスポーツ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１．「スポーツ基本法」に「レクリエーション」が記載されている条文を読んでくること。 

２．自分が現在居住している都道府県・市区町村のレクリエーション関連施設やレクリエーション関連事業を自治体のホームペー

ジで調べてくること。 

３．日本レクリエーション協会のホームページに記されている事業内容を読んでくること。 

４．「レジャー白書」を一読してくること。 

５．福祉施設で行われているレクリエーション援助の内容を調べてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(48%)/コメントペーパー内容評価 4点×13 回(52%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田 勝（編）、『レクリエーションの基礎理論』、杏林書院 (ISBN:978-4-7644-1527-0) 

2. 日本レクリエーション協会（編）、2008、『レクリエーション支援の基礎』、日本レクリエーション協会 (ISBN:978-4-931180-81-9) 

3. 日本レクリエーション協会（編）、2015、『楽しさの追及を支える理論と支援の方法』、日本レクリエーション協会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID315／小児保健・精神保健 

(Infant Health/Mental Health) 

担当者名 

（Instructor） 
今井 朋実(IMAI TOMOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神的健康の保持・増進のために，必要とされる知識や技術を学ぶとともに，それらを実際の問題解決に応用できる力を身に付

けることを目指す。   

 

授業の内容（Course Contents） 

精神保健の定義と目標，ライフサイクルから見た精神健康，精神障害の基礎知識，発達障害の基礎知識などについて，事例や

視聴覚教材を活用し，受講者とともに考えていく。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健とは  

2. 精神保健と精神障害 

3. ライフサイクルにおける精神保健 

4. １）胎児期および乳幼児期における精神保健   

5. ２）学童期における精神保健① 

6. ３）学童期における精神保健②   

7. ４）学童期における精神保健③   

8. ５）青年期における精神保健 

9. ６）成人期における精神保健① 

10. ７）成人期における精神保健② 

11. ８）老年期における精神保健   

12. 精神保健における個別課題への取り組み① 

13. 精神保健における個別課題への取り組み②   

14. 学校における精神保健・地域精神保健活動と今日的な重点課題  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

精神保健の課題について，普段の生活者としての視点，すなわち精神保健的課題とは身近にまた自分にも起こりうることである

という視点に加えて，将来教員や支援者を目指すものとしての視点に立ち，興味あるトピックを明らかにしながら授業に臨むこと

が期待される。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト、リアクションペーパー(20%)/出席および授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 精神保健福祉白書編集委員会、2016、『「精神保健福祉白書 2017：地域社会での共生に向けて』、中央法規出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／レクリエーション援助演習 

(Recreation Assistance Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 律子(YAMAZAKI RITSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レクリエーションの基本概念の把握から、レクリエーション援助の意義を理解した上で援助技術の基本を演習活動によって習得す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は、レクリエーションを理解するだけでなく、実践を通してレクリエーションの楽しさを実感する。さらにレクリエーション

援助の意義・役割および現在の趨勢を知る。授業の中盤は、レクリエーション援助に向けての企画方法を学び、グループに分か

れてレクリエーション活動の体験演習を実践・考察し、発表する。後半は、レクリエーション活動の体験演習とフィードバックしなが

ら援助の初歩的技術を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. レクリエーションの基本的理解 

3. レクリエーション活動の体験（実技） 

4. レクリエーション援助の意義・役割 

5. レクリエーション活動の企画 

6. レクリエーション活動体験演習 

7. レクリエーション活動体験演習 

8. レクリエーション活動体験演習 

9. レクリエーション活動体験演習 

10. レクリエーション活動体験演習 

11. レクリエーション活動体験演習 

12. レクリエーション援助初歩的技術理解 

13. レクリエーション援助に向けて 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レクリエーション活動体験演習に向けてレクリエーション活動の企画で学んだ内容をふまえて、各グループごとに企画内容につい

ての打ち合わせを行う。演習前に企画書を提出する。さらに演習の実施後は演習担当をして気がついた内容を取り入れた企画

書を提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/演習におけるグループ活動への参加・実施状況(30%) 

単位習得のためには、75％以上の出席日数を必要とする 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しない。適宜 資料の配布をする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 余暇問題研究所編著、1977、『現代人とレジャー・レクリエーション』、不昧堂出版 (ISBN:4-8293-0342-5) 

2. 高橋和敏・川向妙子編著、1986、『図解ゲームの指導事典』、不昧堂出版 (ISBN:4-8293-0201-1) 

3. 余暇問題研究所編、1999、『アメリカの公園・レクリエーション行政』、不昧堂出版 (ISBN:4-8293-0384-0) 

4. 高橋和敏・山崎律子編、2002、『たのしい要介護シニアの運動・スポーツ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4-623-03763-0) 

5. 山崎律子著、2015、『参加したくなる介護現場のレクリエーション』、中央法規 (ISBN:978-4-8058-5129-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 365 - 

■ID325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ユニバーサルスポーツ援助技術演習 

(Universal Sports Assistance Technique) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 律子(YAMAZAKI RITSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3580 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ユニバーサルスポーツの基本的概念の理解、活動分類を知り、さらにそれらの実践体験を通して、援助技術を演習しながら援助

の初歩的技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は、ユニバーサルスポーツの基本的理解と活動の種類を知る。さらに、ユニバーサルスポーツが「だれでも、みんな

一緒に楽しめるスポーツ」であることを体験し、理解を深める。授業の中盤は、グループに分かれて、自分たちの知っているスポ

ーツや授業を通して体験したスポーツを自分達が工夫することにより、ユニバーサルスポーツにすることができるかを演習により

実施、考察、発表する。後半は、ユニバーサルスポーツ演習とフィードバックをしながら、初歩的援助技術の修得を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ユニバーサルスポーツの基本的概念の把握と活動分類 

3. ユニバーサルスポーツの体験（実技） 

4. ユニバーサルスポーツの体験（実技） 

5. ユニバーサルスポーツの体験（実技） 

6. ユニバーサルスポーツの企画 

7. ユニバーサルスポーツ体験演習 

8. ユニバーサルスポーツ体験演習 

9. ユニバーサルスポーツ体験演習 

10. ユニバーサルスポーツ体験演習 

11. ユニバーサルスポーツ体験演習 

12. ユニバーサルスポーツ援助の初歩的技術 

13. ユニバーサルスポーツ援助に向けて 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

障害者スポーツの初歩的知識の修得 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/担当演習における実施・参加状況(30%) 

単位取得のためには、75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しない。適宜 資料の配布をする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 髙橋明、２００４、『障害者とスポーツ』、岩波書店 (ISBN:4-00-430896-8) 

2. 中嶋雄一、２００４、『みんなで楽しむ！障害者スポーツ④ユニバーサルスポーツ＆あそびアイディア集』、学習研究社 

(ISBN:4-05-202008-1) 

3. 余暇問題研究所編、2012、『認知症の人のレクリエーション』、中央法規 (ISBN:978-4-8058-3621-7) 

4. 山崎律子、2015、『参加したくなる介護現場のレクリエーション』、中央法規 (ISBN:978-4-8085-5129-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ＤＶＤ 監修・主演 山崎律子 りつこ式高齢者レクササイズ メディカ出版発行 2010 年発行 

コミュニケーションロボットペッパー アプリ りつこ式レクササイズ フューブライト・コミュニケーションズ（㈱）2016 年 

 

注意事項（Notice） 
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■ID330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／健康運動指導演習 

(Health and Exercise Guidance Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康増進指導に役だつ基礎的な運動指導法の習得 

担当者名 

（Instructor） 
アーント三浦(ARNDTMIURA REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

健康増進に役立つ運動、健康体操の指導法を学習し，健康運動指導の場で直接役立つ知識・技能の習得に努める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

健康を目的とした運動として多く広く一般の人に行われている体操を用いて幼児期から高齢期に亘る指導法を学ぶ。指導におい

て運動することの楽しさや必要性を伝え、人の健康行動を継続させるための方法も学習する。また、健康運動指導の場において

指導環境の変化にも対応できる力を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

人の健康を広く考えそれを維持するための運動について考える 

2. 健康運動の基礎を理解する 

年代別の身体の強さ、柔らかさ、巧みさを補強するための方法の理解と実践 

3. 健康運動の種類を学ぶ 

全身持久力・筋力・柔軟性・器用性を高めるための方法 

4. 良い姿勢とコンディショニング方法を学ぶ 

有酸素運動・ウォーキング・レジスタンストレーニング・ストレッチングの実際 

5. 指導の基礎を学ぶ 

対象者の特性を理解した指導 

6. 指導の留意点を学ぶ 

声のかけ方・音楽の使い方について学ぶ 

7. 指導の実際 

グループワークにて指導の練習 

8. 健康運動指導の現場を考える 

様々な対象者、指導環境や状況の紹介と検討 

9. 健康運動指導の現場を考える 

対象者と目的別のプログラムの実際 

10. 指導のためのプログラム作成について 

対象者・目的・内容の詳細を組み立てる 

11. プログラム指導の実際 

お互いに指導しその内容を検討する 

12. 指導のテスト 

13. 求められる指導者を考える 

人の健康行動を継続させるために必要なことを考える 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

体調を整え実技に臨み、お互いに指導し合うことで研鑽に努めるよう準備すること。 

必要な時は、グループでの事前準備の時間を設けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況及び授業参加度(40%)/提出物(30%)/実技（指導）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID355／メンタルマネジメント 

(Mental Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
柔軟に健やかに生きる 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ストレス反応や認知行動理論などの基礎的な知識を理解し、ストレスを生じないあるいはストレスフルな状況に負けない考え方が

実践できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般に、ストレスをどう捉えるかという認知的側面は人によって異なるため、健康やウエルネスレベルとストレスの関係には個人

差が大きい。また、人生観などの価値観を変えることで、客観的には変化しない状況であっても内的には大きな変化が生じうる。

本講義では、メンタルマネジメント技術についての基礎知識を学ぶとともに、ポジティブ心理学を基礎に置いた発想法や、価値観

に影響を与える先人の知恵を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メンタルマネジメントとは（総論） 

2. ストレスの評価 

3. ストレスコーピングⅠ 

4. ストレスコーピングⅡ 

5. プラシーボ・ノーシーボ 

6. ポジティブ心理学への招待Ⅰ 

7. ポジティブ心理学への招待Ⅱ 

8. 様々な心理療法 

9. タイプ A行動様式 

10. フランクルのロゴセラピーⅠ 

11. フランクルのロゴセラピーⅡ 

12. キュブラー･ロスの価値観Ⅰ 

13. キュブラー･ロスの価値観Ⅱ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前や授業後に課題を提示し、その提出や発表を求めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義時に提出するリアクションペーパー(30%)/講義中の発表内容や態度等(20%) 

単位取得には、全講義数の 3 分の 2 以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

事前に用意すべきテキストや参考書は考えていない。必要に応じて資料を配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID365／障害者スポーツ論 

(Sports for the Disabled) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（障がい者スポーツ指導員 初級・中級資格取得 関連科目） 

担当者名 

（Instructor） 
田中 信行(TANAKA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3380 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学科・他学部用科目コード IC385 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツや積極的な運動を、障がいのある人が身近にいた際に紹介できる能力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 障がいのある人のスポーツに関わる概要（歴史・施策・障害・大会・ルール等）について紹介すると共に、障がいのある人の可

能性やスポーツ（積極的な運動）の意義についても考察できるように授業を進めます。講義にあたって、ビデオや実際の用具を紹

介して進める予定です。 

※皆さんへの重要な案内を、下記の「授業外の学習」と「テキスト その他」に示しましたので、必ず確認してから履修願います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション（本授業で使用する言葉を含む） 

・障がい者スポーツセンターと障がい者スポーツ指導員制度 

2. 障がいのある人のスポーツ施策（歴史を含む） 

※授業外レポート課題提示予定。 

3. 障がいのある人のスポーツ大会（歴史を含む）   

※授業外レポート課題提示予定。 

4. スポーツ大会と参加可能な障がい(障害区分の概要を含む） 

5. 肢体不自由の理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

6. 感覚障がい・内部障がいの理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

7. 知的障がいの理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

／発達障がい・精神障がいの理解と支援にあたっての留意点（スポーツ支援の留意点を含む) 

8. 障がいに合わせた特徴的なルール等の工夫-1（障がい者スポーツ競技規則を含む） 

※授業内レポート課題提示予定。 

9. 障がいに合わせた特徴的なルール等の工夫-2（障がい者スポーツ競技規則を含む） 

10. 重度障がいのある人のスポーツ 

11. 特別支援学校の体育・スポーツ 

12. Tool としてのスポーツの活用 

13. スポーツの力？・・・とは・・・（障がい者スポーツの意義と理念を含む） 

14. まとめ（評価）   注）試験を定期試験期間で実施する場合、例えば７回目の”／”以降を次回とし、以降、１つずつ繰り下げ

て授業を行います。時期が確定したところで、お知らせします。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業中に任意提出の課題を提示します（上記 授業経過計画 参照）。皆さんの中には”次回授業開始時に提出”の課題を提示

した際に欠席をする場合もありますが、その場合は自らが”必ず”授業出席者に授業内容等を確認してください。任意のため教員

からの連絡はしません。また回収時以外で受け取った場合(授業遅刻時の場合も含めていかなる理由でも)は、採点できませんの

でくれぐれも自己責任で注意願います。欠席して自らが提出できない場合は、出席者に依頼するか、提出日の”授業開始時まで”

にメール(5550307@rikkyo.ac.jp)で提出してください。機械的な送信ミスで不送付であったり、メール送信記録の時間(授業開始前

まで可)によっては、採点できませんので早めの対応を願います。なお、メールへの問い合わせに対しては、返信しかねますので

注意願います。授業外レポートの有無と課題は、当該の授業資料の最後に提示しますので、欠席をする場合でも必ず資料の確

認をしておいてください。授業内レポートは、８回目もしくは９回目に予定します。この場合は、授業内容を踏まえて記入してもらう

ため、出席者以外の提出はできません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業外レポート(20%)/授業内レポート(10%) 

平常点の”授業外・内レポート”は”任意”で、授業の進行状況で提示します（先の授業外学習を必ず参照のこと）。 
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テキスト（Textbooks） 

 授業用の配付資料を、前日の 20 時頃までに大学 V-Campus”Blackboard”に提示します(下記の「その他」も参照)。各自でダウ

ンロードして印刷、または PC（Mac やタブレットなどを含む）保存して持参しくてください。これは、本講の履修者が非常に多く、か

つ欠席者も多いことから、1 種類の資料に付き、毎回 50 から 100 部程度が廃棄になるためです。ファイルが PDFのため、PC 保

存の場合はメモが取れないため専用ノートの作成を推奨します。環境保護のためにもご協力願います。ただし、”初回のみ”、教

員が印刷していきます。  

 

参考文献（Readings） 

1. 日本障がい者スポーツ協会 編、2012 年、『障害者スポーツ指導教本 初級・中級＜改訂版＞』、ぎょうせい (ISBN:978-4-

324-09414-3) 

 授業内容外の質問に該当するものや時間制約で説明できない場合には、文献等を紹介しますので、各自で確認願います。授

業の終了後に問い合わせください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 先の”テキスト その他”で示しましたが、２回目以降の授業資料は、「Blackboard→"障害者スポーツ論"→教材/課題/テスト」→

「教材」から、各自でダウンロードして印刷／PC に保存し持参してください。 資格取得のためのテキスト（障害者スポーツ指導教

本 初級・中級）を購入することが原則ですが、定価で\2,571.-（税込）かかってしまいますので、この理由を理解ください。 資料は

1 月末までを期限として掲載する予定です。  

 

注意事項（Notice） 
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■ID370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／障害者スポーツ実践論 

(Practice of Sports for the Disabled) 

担当者名 

（Instructor） 
宮田 理(MIYATA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
同一内容 2 時限開設，1 時限のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障がい者スポーツの意義と理念や様々な障害について理解する。障がい者スポーツのルールや技術、指導法を体得する。スポ

ーツを創造する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について講義する。障がい者スポーツにおける用具の工夫やルールについて実践

を通して学ぶ。また、障がいに合わせたスポーツの導入や指導方法について実技を交えて体得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・障害者スポーツ大会の歴史＜教室＞ 

2. 全国障害者スポーツ大会の目的と意義＜教室＞ 

3. 全国障害者スポーツ大会実施競技と選手団＜教室＞ 

4. 全国障害者スポーツ大会の選手団編成とコーチの役割＜教室＞ 

5. 障がいに応じた競技とルールの工夫①（水泳・水中運動） 

6. 障がいに応じた指導法①（水泳・水中運動） 

7. 障がいに応じた競技とルールの工夫② 

8. 障がいに応じた指導法② 

9. 障がいに応じた競技とルールの工夫③ 

10. 障がいに応じた競技とルールの工夫④ 

11. 障がいに応じた指導法④ 

12. 障がいに応じた競技とルールの工夫⑤（陸上競技） 

13. 障がいに応じた指導法⑤（陸上競技） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について事前に学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席・授業参加度・実践課題(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『障害者スポーツ指導教本（初級・中級）』、ぎょうせい (ISBN:978-4-324-10107-0) 

2. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『全国障害者スポーツ大会競技規則集（解説付）』、（公財）日本障がい者スポーツ

協会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／障害者スポーツ実践論 

(Practice of Sports for the Disabled) 

担当者名 

（Instructor） 
宮田 理(MIYATA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
同一内容 2 時限開設，1 時限のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障がい者スポーツの意義と理念や様々な障害について理解する。障がい者スポーツのルールや技術、指導法を体得する。スポ

ーツを創造する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について講義する。障がい者スポーツにおける用具の工夫やルールについて実践

を通して学ぶ。また、障がいに合わせたスポーツの導入や指導方法について実技を交えて体得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・障害者スポーツ大会の歴史＜教室＞ 

2. 全国障害者スポーツ大会の目的と意義＜教室＞ 

3. 全国障害者スポーツ大会実施競技と選手団＜教室＞ 

4. 全国障害者スポーツ大会の選手団編成とコーチの役割＜教室＞ 

5. 障がいに応じた競技とルールの工夫①（水泳・水中運動） 

6. 障がいに応じた指導法①（水泳・水中運動） 

7. 障がいに応じた競技とルールの工夫② 

8. 障がいに応じた指導法② 

9. 障がいに応じた競技とルールの工夫③ 

10. 障がいに応じた競技とルールの工夫④ 

11. 障がいに応じた指導法④ 

12. 障がいに応じた競技とルールの工夫⑤（陸上競技） 

13. 障がいに応じた指導法⑤（陸上競技） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

障がいの理解、障がい者とスポーツの関係性について事前に学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席・授業参加度・実践課題(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『障害者スポーツ指導教本（初級・中級）』、ぎょうせい (ISBN:978-4-324-10107-0) 

2. （公財）日本障がい者スポーツ協会、2016、『全国障害者スポーツ大会競技規則集（解説付）』、（公財）日本障がい者スポーツ

協会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID375／リハビリテーション論 

(Rehabilitation) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 幸子(OHASHI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学科・他学部用科目コード IB340 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療の進歩，社会・経済の変化，人々の価値観の変化に伴い，リハビリテーション概念は変化してきた．リハビリテーションは単

に身体障害者の社会復帰を支援するにとどまらず，発達障害児（者），精神障害者，認知症高齢者の生活も支えることが求めら

れている．現代社会が求めるリハビリテーションについて理念や実際を理解する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

リハビリテーションの入門として，リハビリテーションの概念，歴史，プロセス等について概観する．講義の中心は具体的な各種疾

患や障害に対する医学的リハビリテーションの実際である． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リハビリテーションの理念，歴史，分類  

2. リハビリテーションにかかわるスタッフとリハビリテーションプロセス  

3. 脳卒中へのリハビリテーション１ 

4. 脳卒中へのリハビリテーション２ 

5. 脊髄損傷へのリハビリテーション 

6. パーキンソニズムへのリハビリテーション 

7. 切断のリハビリテーション 

8. 摂食・嚥下のリハビリテーション 

9. 老化とリハビリテーション 

10. 高齢障害者・認知症高齢者へのリハビリテーション 

11. 精神障害者へのリハビリテーション 

12. 統合失調症へのリハビリテーション 

13. 発達障害のリハビリテーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

3 分の２以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内孝仁、2010、『新版リハビリテーション概論』、建帛社 (ISBN:978-4-7679-2204-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

授業内で使用した資料は、授業実施後 2 週間の期限で Blackboard に掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID380／スポーツビジネス論 

(Sports Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツビジネス論～メジャーリーグの 1 兆円ビジネス 

担当者名 

（Instructor） 
古内 義明(FURUUCHI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 世界最高峰のスポーツビジネスである「メジャーリーグ」を主なケーススタディーとしながら、スポーツビジネスの概略を理解・考

察する。また、講義を通して、日々のアマチュア・プロスポーツに興味や自らの考えを持ち、グローバルな視点で、世界のスポーツ

界に貢献する人材を一人でも多く本学から送り出すことが目標である。 

 スポーツに対する好奇心を忘れず、スポーツビジネスやスポーツメディアに興味を持ち、積極的に講義に出席し、発言する姿勢

があり、主体的に行動できる学生に是非受講して頂きたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義で取り上げるテーマやトピックは、すべて私が日米の現場で取材した本物のプロフェショナルたちの事例や生の声であり、

生きた教材ばかりである。実際の映像を見たり、記事を読んだりしながら、日米のスポーツビジネスの比較・分析をし、自ら考える

力を養う。また、テレビやラジオの出演、新聞や雑誌などの寄稿事例をもとに、どの大学にもない「立教オリジナル」を追求し、学

生諸君の五感を刺激する授業を追及していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツビジネス概論 Part1 

～Definition of Sports Business 

2. メジャーリーグの 1 兆円ビジネス Part1 

～Economy Impact of Derek Jeter & Athlete Endorsements  

3. メジャーリーグの 1 兆円ビジネス Part2 

～Structure of the MLB Business 

4. メジャーリーグの 1 兆円ビジネス Part3 

～Structure of the victory of the New York Yankees 

5. 日本人メジャーリーガーの挑戦史 

～History of Japanese Players in MLB 

6. ポスティング・システム Case1 

～ダルビッシュ有＆田中将大の場合 

7. ポスティング・システム Case2 

～大谷翔平の場合 

8. 田中将大 162 億円契約の裏側 

～日米の年俸比較 

9. 日米プロ野球ビジネスの考察 Part1 

～日米のドラフト制度比較 

10. 日米プロ野球ビジネスの考察 Part2 

～日米の球団経営比較 

11. 日米プロ野球ビジネスの考察 Part3 

～Structure of the Minor League Baseball 

12. ワールドベースボールクラシックと侍ジャパン誕生の背景 

～Globalization of Baseball 

13. メジャーリーグの放映権ビジネス 

～Make your Viewer Rating 

14. 日米カレッジスポーツの考察 

～The Future of College Sports 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題がある場合、Blackboard で随時知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(10%)/出席および授業態度(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 古内義明、2016、『メジャーの流儀～イチローのヒット 1 本が６１５万円もする理由』、大和書房 (ISBN:978-4479795179) 

 

参考文献（Readings） 

1. 古内義明、2012、『ダルビッシュの背負う十字架～越えるべきメジャーの壁～』、扶桑社 (ISBN:978-4-594-06643-7) 

2. 古内義明、2010、『イチローVS松井秀喜～相容れぬ２人の生き様』、小学館 (ISBN:978-4-09-825078-3) 

3. 古内義明、2009、『メジャーリーグの WBC 世界戦略』、PHP研究所 (ISBN:978-4-569-70794-5) 

4. 古内義明、2013、『松井秀喜ー献身力』、大和書房 (ISBN:978-4-479-79380-9) 

5. 古内義明、2014、『無敗の男ー田中将大 「強さ」をつくった氏の流儀』、大和書房 (ISBN:978-4-479-79435-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1、様々なメディアを通して、スポーツやスポーツビジネスに関する報道に興味・関心を持ち、自分の考えを常に持っておく。 

2、興味のある、自分がしているスポーツがあれば、実際にスタジアムやアリーナに足を運び、体験や経験してみる好奇心が大切

である。 

3、日本だけではなく、海外のスポーツにも、目を向けることで、世界観や考え方が広がる。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID385／スポーツジャーナリズム 

(Sports Journalism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
こんなはずでは……取材する側の論理・される側の言い分 

担当者名 

（Instructor） 
千田 善(CHIDA ZEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

毎週トピックスを取り上げながら、スポーツとメディアの現状を概観し，スポーツジャーナリズムのあり方を考える。「良い観戦者・

視聴者」になる視点をやしなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際紛争を取材していたジャーナリストがサッカー日本代表監督通訳として「取材される側」になった体験を振り返りながら，スポ

ーツ報道の現状を考える。現場の実情を紹介しつつ，観る側の視点をやしなうとともに，放送・出版などジャーナリスト志願者にも

参考になる授業をめざす。学生の意見を重視し、質問や要望にもできるだけこたえたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本代表のロッカールームから見えてきたもの（以下、順不同） 

2. スポーツ観戦が楽しくなるには 

3. アスリートをリスペクトする 

4. スポーツ報道の発達史 

5. フットボールとベースボール 

6. インターネットと紙メディア（新聞・雑誌） 

7. 試合結果だけでなく「内容」をどう報道するか 

8. 近代スポーツと武士道 

9. スポーツビジネスの裏側（商業化とアマチュアリズム） 

10. スポーツと戦争、ナショナリズム、差別 

11. 体罰（暴力的指導）とコーチング論 

12. 勝利至上主義、八百長とドーピング 

13. 取材される側の情報発信のスキル 

14. 「プレイヤーズ･ファースト」の原則。その他、学生から要望のあるテーマ・分野、そのときどきのニュースを取り上げてみる 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

とくにない。必要におうじて授業時間内に指定する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『なし』、なし 

2. 『なし』、なし 

3. 『なし』、なし 

テキストはとくに指定しない。必要に応じてプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 千田善、2006、『ワールドカップの世界史』、みすず書房 

2. 宇都宮徹壱、2011、『フットボールの犬』、幻冬舎文庫 

3. 木村元彦、2011、『争うは本意ならねど』、集英社インターナショナル 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID390 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／動作分析法演習 

(Exercise Analysis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツや日常生活における身体動作を、バイオメカニクス的手法を用いて計測・分析する技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「スポーツパフォーマンス向上」「外傷・障害予防」「健康維持・増進」に関わる身近な身体動作について、機器を用いた計測と解析

ソフトなどを用いた分析を経験する。さらに、分析結果をバイオメカニクス的に解釈する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 動作分析法演習について 

2. 講義（ハイスピードカメラによる撮影、床反力計による計測） 

3. 計測（歩行動作） 

4. 分析（歩行動作） 

5. 分析（歩行動作） 

6. 計測（開眼・閉眼片脚立ち） 

7. 分析（開眼・閉眼片脚立ち） 

8. 分析（開眼・閉眼片脚立ち） 

9. 計測（跳躍動作） 

10. 分析（跳躍動作） 

11. 分析（跳躍動作） 

12. 計測（ボールを用いた動作） 

13. 分析（ボールを用いた動作） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に課すレポート（複数を合算）(40%)/出席および授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。必要に応じて授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ゴードン・ロバートソン他著 阿江通良監訳、2008 年 4,104円、『身体運動のバイオメカニクス研究法』、大修館書店 

(ISBN:978-4469266535) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「バイオメカニクス」の単位を取得済みであることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 378 - 

■ID395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／スポーツコーチング演習 

(Sports Coaching Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーチングの基本と留意点 

担当者名 

（Instructor） 
塩田 徹(SHIODA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数グループ別での模擬授業を実際に行うことで、自分の専門とする競技だけでなく専門外の種目を指導する時の留意点に

ついて自ら感じ、考え、解決法について考察することをこの授業の目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツのコーチングにおいて、チーム全体を対象とする場合と個人の技術矯正では、ポイントとなる視点や言葉かけ等コーチン

グの留意点は異なる。この授業では、課題を設定し、その課題解決に向けたグループ別の模擬指導を実施する。その後、グルー

プ内での討論会およびクラス内で発表会を行い、指導上の留意点や解決法について全員で共有できるように学習する。身体活

動を伴うので、着替えを準備すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとコーチングの組み立て 

2. トレーニング効果とスポーツ障害 

3. 各種ウォーミングアップとクーリングダウン 

4. コーチングへのビデオの活用法と問題点 

5. コーチングへのビデオ利用のクラス内報告 

6. 体力測定項目の選定と測定方法 

7. 体力結果の利用法のクラス内報告 

8. スキル矯正の模擬コーチング１ 

9. スキル矯正の模擬コーチング２ 

10. スキル矯正コーチングのクラス内報告 

11. スポーツ指導の模擬コーチング１ 

12. スポーツ指導の模擬コーチング２ 

13. スポーツ指導の模擬コーチング３ 

14. スポーツ指導コーチングのクラス内報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に Blackboard上で指示する。スポーツコーチングが単なる技術指導にとどまることの無いように、スポーツの特

徴および対象者のレベルや状態に対応した柔軟なコーチングができるように理解を深めてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(30%)/担当した模擬指導(30%)/授業中に課す提出物(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

単位修得のためには２／３以上の出席が必要となる 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 尾縣貢監訳、2006、『体力向上のトレーニング戦略』、大修館 (ISBN:4469266159) 

その他、授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻は厳禁。初回は着替えの必要はない。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID400 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID400／スポーツ倫理学 

(Sports and Ethics) 

担当者名 

（Instructor） 
海老原 修(EBIHARA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツの本質は奢侈や消尽にあり、無色透明で、意味も価値もない。ゆえにあらゆる意味や価値を取り込む。スポーツに忍び

込む倫理はもちろん時々の為政者の思想を反映する。スポーツが解き明かす倫理に接近し、今日的なスポーツのあり方を考察

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

究極の事態で人は自らの命を捨てて見知らぬ人を救うが、平時で見ず知らずの人を平然と殺す。ヒトと類人猿のみが同属の生殺

与奪を握る。生命維持を目的とする食糧確保以外で狩猟の対象に同属を据える。スポーツを手がかりに倫理に接近・理解し、ス

ポーツのあり方を考察する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツとは   

2. 応援に胚胎するレイシズム  

3. スポーツに台頭する民族主義 

4. スポーツと朝鮮半島 

5. 外国人力士の系譜 

6. ポスト・コロニアリズムのかたち：2002 年 FIFAW 杯 異聞  

7. スポーツとジェンダー   

8. セックス化されるジェンダー   

9. 障害者とスポーツ  

10. アンチ・ドーピングの意味作用～従順と服従を讃えず～①  

11. アンチ・ドーピングの意味作用～従順と服従を讃えず～②   

12. 私の身体は私のものである   

13. スポーツルールの倫理学 

14. ＜モラルのある人は、そんなことはしない＞  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スポーツに関するさまざまな報道、新聞一般紙はもとより、スポーツ新聞、スポーツ雑誌、TV中継・特別番組などの情報を渉猟

し、出来する問題や課題に関心を払う。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/第 1 回課題レポート(15%)/第 2回課題レポート(15%)/第 3 回課題レポート(15%)/第 4 回課題レ

ポート(15%)/第 5 回課題レポート(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID405／バイオメカニクス 

(Biomechanics) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツや日常生活における身体動作の仕組みをバイオメカニクス（生体力学）的に理解するための基礎知識を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体動作をバイオメカニクス的に解釈するために必要な力学の基礎、および各スポーツ動作おけるバイオメカニクスについて講

義する。授業では書き込み式の資料を配布し、計算を含んだ問題にも取り組む。また、テーマに合わせた映像を視聴して理解を

深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオメカニクスとは 

2. 解剖学、力学概要 

3. 力 

4. 並進運動学 

5. 並進運動力学 

6. 回転力 

7. 回転運動学 

8. 回転運動力学 

9. 「歩く」のバイオメカニクス 

10. 「走る」のバイオメカニクス 

11. 「跳ぶ」のバイオメカニクス 

12. 「投げる」のバイオメカニクス 

13. 「打つ」のバイオメカニクス 

14. 「蹴る」のバイオメカニクス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業への参加態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子公宥・福永哲夫編、2004年 8,100 円、『バイオメカニクス―身体運動の科学的基礎』、杏林書院 (ISBN:978-4764410695) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID410／スポーツマネジメント論 

(Sports Management Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER,KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツマネジメントの現状や様々な現象を海外と比較する視点から検討し、日本的スポーツマネジメントの特徴や課題につい

て理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本のスポーツを取り巻く現状や課題を明らかにし、スポーツマネジメントの基礎知識を深める。また、地域スポーツからプロスポ

ーツまでの様々な領域のマネジメントについて、海外の事例と比較する視点から検討し、日本的スポーツマネジメントの特徴や課

題を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとスポーツマネジメント概論 

2. 日本のスポーツを取り巻く現状と課題① 

3. 日本のスポーツを取り巻く現状と課題② 

4. 「スポーツをマネジメントする」 

5. 海外事例：「地域とスポーツ」 

6. 海外事例：「学校とスポーツ」 

7. 海外事例：「大学とスポーツ」 

8. 海外事例：「企業とスポーツ」 

9. プロスポーツにおけるマネジメント① 

10. プロスポーツにおけるマネジメント② 

11. アスリートのキャリアマネジメント 

12. アスリートのセカンドキャリア問題 

13. 「スポーツを仕事にする」 

14. まとめ：スポーツマネジメントの国際的課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード兼出席表(20%) 

なお、1／3 以上欠席したものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じてこちらで用意した資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID415／スポーツコーチング特論 

(Special Topics in Sports Coaching) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トップアスリートを育てるための〜指導者が持つべき視点〜 

担当者名 

（Instructor） 
木村 昌彦(KIMURA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コーチングとは何か？オリンピックを題材にオリンピックまでのコーチンングそしてその成果を検証する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 柔道を題材にロンドンオリンピックからリオオリンピックそして 2020 東京に向かう指導そしてリオオリンピックの結果をもとに検証

を行う。実際に 2016 年リオオリンピックの強化方法、マネジメントを具体的なオリンピックの結果をケーススタディとして様々な事

象を検討・検証したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コーチングとは何か？指導者が持つべき視点 

2. スポーツ立国戦略（スポーツ振興法からスポーツ基本法） 

3. 一貫指導システムの概念と実際（タレント発掘等） 

4. オリンピックにおける日本の現状 

5. オリンピックに向けた強化戦略プラン 

6. 世界の競技力の動静、SWOT分析、パスウェイ 

7. リオオリンピック（柔道）の結果を分析 

8. リオオリンピック（柔道）の検証と 2020 年に向けた指導そして 2020 年東京へ向けた強化方針 

9. 発育発達に応じたコーチングについて 

10. 対象に応じたコーチング 

11. チームとマネジメントの必要性 

12. 言語教育の必要性 

13. コーチングの評価 

14. 根性からガッツへの転換、体罰、セクハラのない指導 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の考えるコーチングについて調べる。様々なスポーツ番組、情報を基にスポーツ現象に対するコメントを行えるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(35%)/授業内の提出物(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期集中：７月７日（土）３～５時限，７月１４日（土）３～５時限， 

        ８月８日（水）１～５時限，８月２１日（火）１～４時限 

 

注意事項（Notice） 
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■ID425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID425／公衆衛生学 

(Public Health) 

担当者名 

（Instructor） 
神野 宏司(KOHNO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代では生活習慣病などライフスタイルが健康に大きな影響を及ぼすことが明らかとなり，健康を保持するために求められる対

策は個人のみならず地方自治体から国に至るまで広範囲にわたっている。本講義では現代人の健康に関わる多くの問題につい

て学び、それを解決するために公衆衛生としてどのような対策が立てられているかについて理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１ 衛生統計の各種指標 

２ わが国の健康水準について 

３ 主な感染症予防のための法律・制度 

４ 母子保健，学校保健，産業保健 

５ 生活習慣病の発生状況及びリスクファクター 

６ 老人保健，福祉の現状 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公衆衛生と予防医学 

2. 人口統計・衛生統計 

3. 感染症と生体防御 1 

4. 感染症と生体防御 2 

5. 環境と健康問題（生活環境） 

6. 環境と健康問題（地球環境１） 

7. 環境と健康問題（地球環境２） 

8. 生活習慣と健康の保持増進 

9. ライフサイクルと健康（母子保健） 

10. ライフサイクルと健康（学校保健１） 

11. ライフサイクルと健康（学校保健２） 

12. ライフサイクルと健康（職業と健康） 

13. ライフサイクルと健康（成人期の健康） 

14. ライフサイクルと健康（高齢期の健康） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

単元開始前に BlackBoard 上で履修者に対して行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード(20%)/レポート(20%)/出席および授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 町田和彦・岩井秀明編著、2016、『21 世紀の予防医学・公衆衛生 第 3 版』、杏林書院 (ISBN:978-4-7644-0072-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ 

(Internship) 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI)ほか 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3970 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
外山のほか, 藤井, 石渡, 結城, 小長井, 山口が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，実習（就労）体験を通じて，社会問題への理解と関心を深めるとともに，将来の進路選択の一助とすることを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前年度から当該年度にかけて，自己の専攻志望分野や将来希望するキャリアに応じて現場実習の配属先を選び，当該年度の

春学期ではゼミ形式による事前学習を通じて，当該実習先に関する基本的な理解を図るとともに，必要となる知識の習得をめざ

す。現場実習は，原則として夏季休業期間に行う。授業の流れは概ね以下の通り。 

【前年度】 

政府系 A（国の行政機関），政府系 B（自治体），NPO系（NPO，協同組合など），復興支援系、福祉系（福祉に関わる団体・企業・

行政機関），企業系（民間企業），国際 NGO系（NGOでの国内勤務など），スポーツ系，海外系の中から希望する配属先（領域）

を１つ選択する。領域によって，選考スケジュールは異なる。 

【当該年度】 

1. ガイダンス 

2. 事前学習（原則として隔週実施） 

 (1)マナーセミナー, (2)配属先に関する基本的理解，(3)配属先に関連する分野の専門的・体系的知識の習得 

3．現場実習（原則として２週間程度） 

4．事後学習（原則として毎週実施） 

 (1)実習の振り返り,（2）報告会, (3)レポート作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ；全体オリエンテーション 

個別ゼミ；ゼミ単位での自己紹介 

2. 個別ゼミ；導入―インターンシップ先で学びたいことを発表 

3. 個別ゼミ；導入―実習先団体について調べて学ぶ＆事前調査 

4. 合同ゼミ；外部講師による自己表現トレーニングセミナー 

5. 個別ゼミ；事前調査についての個別報告 

6. 合同ゼミ；外部講師による実践的マナーセミナー 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 

8. インターンシップ 

9. インターンシップ 

10. インターンシップ 

11. インターンシップ 

12. インターンシップ 

13. インターンシップ 

14. インターンシップ 

15. インターンシップ 

16. インターンシップ 

17. インターンシップ 

18. インターンシップ 

19. インターンシップ 

20. インターンシップ 

21. インターンシップ 

22. 秋学期 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

23. 合同ゼミ；他のゼミのメンバーとの体験の共有 

24. 合同ゼミ；外部講師によるグループディスカッション講座 

25. 合同ゼミ；レポートに関するレクチャー 

個別ゼミ；報告会の準備 
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26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会① 

28. 合同ゼミ；報告会②なお、授業計画は 2017 年度の実績であり，内容が変更になることがある。また，系別に追加で授業を

行う場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場実習の評価(50%)/授業への出席および学習態度(25%)/レポート・報告会(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期 10-11 月に次年度インターンシップのためのガイダンスを実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■ID601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数で高度な専門的知識の取得をめざし，担当教員の指導のもとで，自主的に学習課題を設定し，フィールドワーク，文献資

料の精読等によって研究計画の作成を行いその内容を発表および議論できることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「専門演習」は，専攻領域を持つ教員の知見と経験に富む指導のもと，問題意識を共有する学友と共に集中的に探究する時と場

である。各自の自発性を重んじるために，選択科目となる。 

健康運動領域に関わる分野では，豊かなスポーツマインドと福祉マインドを有し，運動・スポーツを通してウエルネスを向上させる

ための健康と運動に関する科学的知見と力能を磨く。スポーツパフォーマンス領域の分野では，人間の適応可能性を高め，高度

なスポーツ文化の創造に寄与するためのスポーツ科学に関する科学的知見と力能を磨く。また，スポーツ文化に関わる分野で

は，スポーツ文化の創造とスポーツ科学の進化について，さらにはスポーツを通した福祉社会の実現に寄与するための知見と能

力を磨く。 

なお，プログラム内容については，前年度配布のガイダンス資料に掲載してあるが，例えば国際情勢などにより変更されることが

あるので注意されたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・研究計画作成 

2. 各ゼミ専門領域の研究手法の理解１ 

3. 各ゼミ専門領域の研究手法の理解２ 

4. 各ゼミ専門領域の研究手法の理解３ 

5. 各ゼミ専門領域の研究手法の理解４ 

6. 研究テーマの検討 

7. 論文検索および先行研究調査１ 

8. 論文検索および先行研究調査２ 

9. 論文検索および先行研究調査３ 

10. 論文検索および先行研究調査４ 

11. 研究テーマの発表および議論１ 

12. 研究テーマの発表および議論２ 

13. 予備調査・実験計画１ 

14. 予備調査・実験計画２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのプログラムとも，春学期授業開始第一週は，履修登録状況画面に示す教室にクラスごとに集合する。毎週，その都度，準

備課題を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および普段の取り組みの姿勢(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

すべてのプログラムは，期末最終レポートの提出を単位取得の要件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMD3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数で高度な専門的知識の取得をめざし，担当教員の指導のもと「専門演習１」で作成した研究計画に沿って，自主的に学習

課題を設定し，フィールドワーク，文献資料の精読，実験等によって研究活動を行いその成果を発表および議論できることを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「専門演習」は，専攻領域を持つ教員の知見と経験に富む指導のもと，問題意識を共有する学友と共に集中的に探究する時と場

である。各自の自発性を重んじるために，選択科目となる。 

健康運動領域に関わる分野では，豊かなスポーツマインドと福祉マインドを有し，運動・スポーツを通してウエルネスを向上させる

ための健康と運動に関する科学的知見と力能を磨く。スポーツパフォーマンス領域の分野では，人間の適応可能性を高め，高度

なスポーツ文化の創造に寄与するためのスポーツ科学に関する科学的知見と力能を磨く。また，スポーツ文化に関わる分野で

は，スポーツ文化の創造とスポーツ科学の進化について，さらにはスポーツを通した福祉社会の実現に寄与するための知見と能

力を磨く。 

なお，プログラム内容については，前年度配布のガイダンス資料に掲載してあるが，例えば国際情勢などにより変更されることが

あるので注意されたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予備調査・実験計画発表および議論１ 

2. 予備調査・実験計画発表および議論２ 

3. 予備調査・実験１ 

4. 予備調査・実験２ 

5. 予備調査・実験結果発表および議論１ 

6. 予備調査・実験結果発表および議論２ 

7. 本調査・実験計画発表および議論１ 

8. 本調査・実験計画発表および議論２ 

9. 本調査・実験１ 

10. 本調査・実験２ 

11. 本調査・実験３ 

12. 本調査・実験４ 

13. 本調査・実験結果発表および議論１ 

14. 本調査・実験結果発表および議論２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全てのプログラムとも，秋学期授業開始第一週は，履修登録状況画面に示す教室にクラスごとに集合する。毎週，その都度，準

備課題を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および普段の取り組みの姿勢(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

すべてのプログラムは，期末最終レポートの提出を単位取得の要件とする。成績評価の基本ルールは，授業への参加度 70％，

専門演習レポート 30％を基準とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各プログラムで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■ID701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究指導演習 

(Seminar on Graduation Research) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業研究の執筆・制作に関して，教員から指導・援助を受け作品を完成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の形態は，上記の目標に沿い，各教員が学生の状況に鑑みて設定する。原則として各週で定期的・集合的に行われる場合

もあれば，徹底した個人指導で，個別的に行われる場合もある。授業の内容も，形態に並行して，各演習毎に異なる。なお，本演

習は，３年次の実習指導やコミュニティスタディ，専門演習と同一の教員のもとでおこなう必要性は必ずしも存しない。各教員の内

容は前年度配布のガイダンス資料に掲載している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・研究計画作成 

2. 先行研究調査 

3. 先行研究調査発表および議論 

4. 研究テーマおよび目的発表および議論 

5. 研究方法発表および議論 

6. パイロット研究実践 

7. パイロット研究結果発表および議論 

8. 本研究実践１ 

9. 本研究実践２ 

10. 本研究実践３ 

11. 本研究実践４ 

12. 研究調査・実験結果報告および議論 

13. 研究論文・制作作成 

14. 研究論文・制作最終校正 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外においても、自分のテーマに沿った研究活動（調査・実験・論文検索など）を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品の出来具合(60%)/口頭試問の成果(30%)/卒業研究合同発表会での発表の成果(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


