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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 

(Community and Human Services Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ福祉学について多様な視点から学び、理解を深める 

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） 
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。 

 

Learn various approaches to community-based welfare – a core element of the curriculum developed by the College of 

Community and Human Services and the Department of Community Development – and understand its features. 

 

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。 

 

Based on perspectives inherent in their respective areas, Department of Community Development faculty members of different 

academic fields give lectures on community. Classes are conducted in omnibus form. Information on lecture themes will be 

provided on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論と授業ガイダンス 

2. コミュニティ福祉の理念的基盤① 

3. コミュニティ福祉の理念的基盤② 

4. コミュニティと福祉政策① 

5. コミュニティと福祉政策② 

6. コミュニティと福祉政策③ 

7. 「フィールドスタディ」について 

8. コミュニティ福祉学の実践① 

9. コミュニティ福祉学の実践② 

10. コミュニティ福祉学の実践③ 

11. コミュニティ福祉学の実践④ 

12. コミュニティ福祉学の実践⑤  

13. コミュニティ福祉学の実践⑥ 

14. コミュニティ福祉学のまとめ 

 

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%) 

 

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)） 

授業計画の順序は変更する可能性があります。 
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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） 

抽選登録／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） 
奇二 正彦（KIJI MASAHIKO)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 

秋学期集中 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。 

 

The “healing” experience in today's stressful society is a very important element in considering the improvement of wellness. 

Here students will experience healing in a natural environment of forest surroundings and learn the know-how that leads to 

healing. 

 

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。 

 

Experience healing through woods, trees, stars, wind, rivers, lakes, as well as through scents, food or contemplation. In addition, 

examine the effects of healing and analyze the ways in which these activities can change us as individuals, through personal 

reflection and psychological and physiological indicators. 

 

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 

 

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)） 

【2020 年 7 月 30 日付変更】 

2020 年度はオンライン形式での実施となりました。日程は以下の通りです。 

日程：2020 年 11 月 1 日（日）、2 日（月）、3 日（火） 
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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） 
ノーマライゼーション理念と激しく変わるグローバル社会 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 竜平(SANO RYUHEI) 

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に関連したインクルーシブな取り組みに関する理論や実践を理解する。 

 

With a focus on Normalization, basic theories and practices on inclusive development are to be understood. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特にアジアの最新事情を念頭に、ノーマライゼーション理念に関連した地域共生社会に向けた取り組みがどのように受け止めら

れているか、現地の文化や特性を交えつつ紹介していく。また、激しく変わるアジアの中で、ノーマライゼーション関連の実践を議

論していく。 

 

Important trends and findings on Normalization in the context of community and social cohesion in a global society are to be 

focused for better understanding. At the same time, a variety of viewpoints in Japan and other Asia is to be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・・各講義の概要、ポイントを紹介する。  

2. 国際課題とノーマライゼーション理念①・・インクルーシブな取り組み① 

3. 国際課題とノーマライゼーション理念②・・インクルーシブな取り組み② 

4. ボランティア精神と活動の基本的姿勢を学ぶ①・・ボランティアの魅力 

5. 公的機関とノーマライゼーション理念・・国連/政府とノーマライゼーション関連実践 

6. 民間とノーマライゼーション理念・・NGO/民間企業とノーマライゼーション関連実践 

7. アジアの最新事情①・・アジアの今とノーマライゼーション理念① 

8. アジアの最新事情②・・アジアの今とノーマライゼーション理念② 

9. ボランティア精神と活動の基本的姿勢を学ぶ②・・心得と注意点、実際の活動 

10. ノーマライゼーション理念と実際の仕事・・国際社会における具体的な仕事 

11. ノーマライゼーション理念と課題検討①・・アイデアの検討・紹介① 

12. ノーマライゼーション理念と課題検討②・・アイデアの検討・紹介② 

13. ノーマライゼーション理念と課題検討③・・アイデアの検討・紹介③ 

14. 講義の振り返り・・講義の復習と今後について 

 

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

毎回講義で配布した資料等の復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題報告(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

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 (ISBN:978-4-272-41239-6) 

必要に応じて資料等を適宜配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容・計画に関する学生からの積極的な提案をできるかぎり反映。 

 

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。 

 

Acquire data processing skills that are useful not just for campus life, but also for welfare purposes or in society at large, using 

different document creation techniques, the internet, spreadsheets or elementary statistical processing. Also learn about basic 

typing skills and campus system mail and file management. 

 

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。 

 

Divided into five broad categories to aid study and deeper understanding, and the acquisition of the required skills. 

(1) Touch typing for keyboard input and faster typing; 

(2) Understanding campus systems, files and folders; 

(3) Using search engines and handling copyright; 

(4) Creating reports and business documents in MS Word; 

(5) Creating tables and using analytic functions in Excel. 

Class attendance is required because training and instruction is involved. 

Students who miss any classes will need to study and handle topics and themes on their own. 

Check the campus mail for details. 

 

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。 
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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。 

 

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。 

 

Learn about creation of slides and presentation techniques for conveying information to others, and about images and videos 

than can be used to express information. In addition, as smartphone usage becomes increasingly widespread, students will 

improve their understanding of the use of cloud and other internet services, as well as being aware of the use of images and 

videos which are easily accessible sources of information. 

 

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 

 

Divided into five broad categories to aid study and deeper understanding, and the acquisition of the required skills. 

(1) Using the cloud and information sharing; 

(2) Understanding and using copyright; 

(3) Understanding and creating images as a way of expressing information; 

(4) Understanding and shooting / editing video as a way of expressing information; 

(5) Creating slides as the basis for presentation techniques. 

 

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%) 



 - 9 - 

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 

 

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） 
丸山 晃(MARUYAMA AKIRA) 

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び，自身のキャリア形成の方向性を説明できる

ようになる。 

 

Learn from social welfare practitioners how the study of social welfare can be put into practice after graduation and identify 

how your own career will develop. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会福祉における実践やキャリア形成とはどのようなものであるのか。児童，障害，高齢，地域，精神，医療のソーシャルワーカ

ー等の実践者を招き，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。 

 

How can social welfare be put into practice and what career development paths are there in social welfare? Engage in practical 

discussions on the practice of social welfare and career development with social workers who work with children, people with 

disabilities, seniors, and the local community, as well as psychiatric and medical workers. Create your own career path through 

life, and then monitor and evaluate your progress from lectures through to practical implementation. The order of the lesson 

plan may change, depending on the availability and schedule of guest speakers. Details will be provided in class when available. 

 

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，福祉職のキャリア形成プロセスの解説と意見交換 

2. 児童養護施設や母子生活支援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. 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，現場の仕事とキャリア形成の話を聞き，論議する。 

8. 社会福祉協議会や地域包括支援センター，行政機関など地域福祉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. 精神保健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。 

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，現場の仕事と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） 

①領域やテーマに合わせて事前学習すべき内容をワークシート形式で課題学習する。 

②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。 

 

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. 東京都社会福祉協議会、2019 年、『ふくしのしごとがわかる本（2020 年版）』、東京都社会福祉協議会 (ISBN:ISBN 978-4-
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86353-282-3) 

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. 宮本節子、2013 年、『ソーシャルワーカーという仕事』、筑摩書房 (ISBN:ISBN 978-4-480-68894-1) 

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） 

抽選登録／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 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 250 名 

 

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 

 

Look at where you are today based on the experience of others and plan where you would like to be in future.  

 

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。 

 

This class considers how university life and faculty and course studies are related to your own career through lectures, 

workshops and group sessions covering various ways of living and working with different guest speakers.  

 

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） 

・授業の中で大切にしていくことなど詳しく説明 

ワークショップ：「この人ってどんな人？」 

3. ゲストスピーカー１ 

リアクションペーパー⑴  

4. 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：これからのコミュニケーションについて 

5. ゲストスピーカー２ 

リアクションペーパー(2)  

6. ゲストスピーカー３ 

リアクションペーパー⑶  

7. 中間統括  

8. ゲストスピーカー４ 

リアクションペーパー (4)  

9. 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）  

10. ゲストスピーカー５ 

リアクションペーパー (5)  

11. ゲストスピーカー６ 

リアクションペーパー (6)  

12. レクチャー＆ワークショップ：やりたいことについて考える 

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%) 

どんな理由であれ、学生証を授業に持参しない場合は、欠席とみなす。 

 

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)） 

 

 

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。 

 

Understand what wellness is and consider it in depth from various points of view as it relates to the topic “How can I live a 

better life?” 

 

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。 

 

 Wellness is an integrated approach to maximizing an individual’s underlying potential in the specific environment in which he or 

she lives. The community and environment surrounding the individual have an important relationship in the practice of wellness. 

Sensitivity to a fulfilling way of life rooted in an appreciation of the meaning of life has an important role to play. In this class, we 

study the basic elements of wellness, namely (1) an appreciation of the meaning of life; (2) health; (3) the living environment. We 

consider specific approaches for practicing wellness as it relates to welfare. 

 

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。死生観について考える 

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 

10. ⑨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） 

11. ⑩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） 

12. ⑪ウエルネスを実践した生き方（３）星野道夫を題材にして（３） 

13. ⑫ウエルネスを実践した生き方（３）星野道夫を題材にして（４） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

2020.6.1 付変更【変更前】レポート試験(Report Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパー

10%)<BR><BR>2020.5.18 付変更【変更前】 筆記試験(Written Exam) 100％<BR>【変更前】レポート試験(Report Exam)70%, 平常

点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 濁川孝志、2019、『星野道夫永久の祈り』、でくのぼう出版 (ISBN:978-4-434-25848-0) 

使用しない。 
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参考文献（Readings） 

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） 
若林 明彦(WAKABAYASHI AKIHIKO) 

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） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間学の基本的理念である「人間の尊厳」という概念の意味をキリスト教的視点からヨーロッパ思想史を辿ることによって学ぶ。 

 

You can learn the meaning of the concept of "human dignity", which is the basic idea of anthropology, by tracing the history of 

European thought from a Christian perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代ギリシャの哲学思想とともにヨーロッパ思想の根幹をなすユダヤ・キリスト教思想における「神の像（似姿）」として創造された

人間という人間観が、いかにして近代の「人間の尊厳」という理念を生起させたのかについて解明する。さらにそれが現代におい

ていかに不明確になっているかについて知る。 

 

You can learn how the human view of human beings created as "the image of God" in Jewish and Christianity, which forms the 

basis of European thought together with ancient Greek philosophical thoughts, has evolved the modern idea of "human dignity". 

And You can learn more about how it has become unclear in modern times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「神の像」としての人間という観点から人間とは何かについて考えることの意味 

2. 古代ギリシャにおける人間観（ホメロス、プラトンの人間観） 

3. 旧約聖書における人間観（「神の像」として創造されたという人間観） 

4. 新約聖書における人間観（イエスと「神の像」） 

5. 中世神学者たちの人間観（アウグスティヌス、トマス・アクィナスの人間観） 

6. ルネサンスにおける人間観（ミクロ・コスモスという人間観） 

7. 宗教改革における人間観（ルター、カルヴァンの人間観） 

8. 啓蒙思想における人間観（カントの「人間の尊厳」論） 

9. 実証主義時代における人間観（進化論における人間観） 

10. 現代キリスト教神学者の人間観（バルト、ブルンナーの人間観） 

11. 実存主義思想とキリスト教的人間観（単独者として神の前に立つ「私」」という人間観） 

12. 環境倫理とキリスト教的人間観（「神の像」として人間は自然環境にどのように向き合うべきか） 

13. 生命倫理とキリスト教的人間観（「神の像」としての人間の「命」の操作・改変はどこまで許されるのか） 

14. 「まとめ」あるいは授業内試験 

 

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

高校の倫理の教科書あれば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)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子晴勇、2002、『ヨーロッパの人間像』、知泉書館 

聖書（旧約・新約） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業資料の配信は以下の月曜日の 4 限開始前とします。ただし、第一回は 9 月 20 日（日）までに配信します。 

 

第１回   ９月２０日（日） 

第２回   ９月２８日（月） 
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第３回  １０月 ５日（月） 

第４回  １０月１２日（月） 

第５回  １０月１９日（月） 

第６回  １０月２６日（月） 

第７回  １１月 ９日（月） 

第８回  １１月１６日（月） 

第９回  １１月２３日（月） 

第１０回 １１月３０日（月） 

第１１回 １２月 ７日（月） 

第１２回 １２月１４日（月） 

第１３回 １２月２１日（月） 

第１４回  １月１８日（月） 

 

注意事項（Notice） 
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■IA077 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 250 名 

 

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。 

 

Learn from the Bible and Christian history that the practice of welfare is a fundamental intent of Christianity. 

 

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学ぶ。映像資料も用いる予定であ

る。 

 

It can be said that Christianity is the source of community welfare. Therefore, we will study the establishment of Christianity 

and its subsequent development, focusing in particular on the writings of the Bible, and learn what role this religion has played in 

community welfare. Visual materials will also be used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 コミュニティとは？ 

2. コミュニティの起源とその多層性――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 

人間の創造と楽園追放の物語 

4. 旧約聖書に見られる福祉の思想（２） 人間世界の矛盾、支配と抑圧、差別を乗り越える方法―超越神の導入、恵みとして

の法 

『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 



 - 19 - 

 

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)） 

 

 

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） 

跡部 千慧（ATOBE CHISATO) 

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。 

・ゼミや卒業研究で調査を行う際の前提となる知識を習得する。 

 

【社会調査士】 

本科目は社会調査士 A科目に相当し、関連科目の導入編となっている。B 科目「リサーチ方法論 1」と併せて履修することで、社

会調査の基礎を習得することができる。 

 

・Acquire the basic knowledge related to the meaning, background, and methods of social research. 

・Acquire the prerequisite knowledge for carrying out research in seminars and graduate research projects. 

 

[Social Researcher] 

This subject is equivalent to Social Researcher Certification Course A , and is an introductory part of the related subject. 

Taking this course with Research Methods 1, Course B will enable students to master the basics of social research. 

 

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。

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、調査の実例を

紹介しながら説明する。あわせて、官庁統計や既存の質的調査・量的調査のデータを読み解く力を身に着けることを目的とする。 

 

In this class, we explain the basic knowledge related to the meaning, background, and methods of social research to students 

who are looking to study social research in earnest in the future. We explain various social research methods, data collection 

and analysis processes, the history of social researches, and research ethics, taking actual examples of researches into 

account. At the same time, the objective of the course is for students to acquire the ability to interpret government statistics 

and data from existing qualitative and quantitative surveys. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――社会調査の目的とその種類 

2. 社会調査の歴史 

3. 社会調査の認識論と方法論 

4. 社会調査の企画と設計（1）──問い、概念、変数 

5. 社会調査の企画と設計（2）──仮説、操作化 

6. 社会調査の注意点と倫理 

7. 先行研究、既存資料・データベース、二次分析とその実例 

8. 量的調査とその実例（1）──調査票のつくり方 

9. 量的調査とその実例（2）──サンプリング、統計的研究と事例研究の違い 

10. 量的調査とその実例（3）──実査の方法とデータ化 

11. 質的調査とその実例（1）──観察法 

12. 質的調査とその実例（2）──ドキュメント分析 

13. 質的調査とその実例（3）──インタビュー 

14. 総括 

 

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） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントカード兼出席票 30%) 
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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) 

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) 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 

柳原 由以(YANAGIHARA YUI) 

伊藤 荘二郎（ITO SOJIRO) 

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、社会に出て自分の

権利を守るうえで必要なことです（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。 

 

In our daily life, there are few issues which require an awareness of human rights. However, knowing what human rights actually 

are is a necessary part of going out into society and protecting our own rights and the rights of those we deal with (It is not 

simply a case of knowing your rights so you can protect them. If you do not know what human rights are, you will not recognize 

when these are infringed upon.) Also, commonly accepted thinking and majority opinion in Japanese society can be suppressive 

for the rights of those people who may be viewed as a minority, such as patients, people with disabilities, foreigners, and 

members of the LGBT community. Lack of awareness can be hurtful to others. 

The goal of Human Rights is to acquire the basic knowledge and ability to think critically through class learning and to acquire 

an approach that enables one to consider and appreciate one's own rights and the rights of others. 

 

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。 

 

We will look at cases and social problems to consider: 

• How and for what purpose has the concept of Human Rights been established in history? 

• What kinds of rights are Human Rights today, and what is the basis for this? 

• In contemporary Japan, what kinds of situations related to Human Rights can lead to issues and problems?   

 

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. 人身の自由ー拘禁をめぐる社会問題を通じて― 

3. 信条の自由―国旗国歌法案にかかわる社会問題を通じて― 

4. 学問の自由―人の尊厳と研究の自由― 

5. 平和的生存権―憲法９条― 

6. 表現の自由―ヘイトスピーチを通じて― 

7. 選挙権―日本の選挙制度の問題点― 

8. 女性の人権 

9. LGBTの人権 

10. 患者の人権 

11. 外国人の人権 

12. 障害者の人権 

13. 生存権―日本における貧困― 

14. まとめ 

 

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

予習・復習は不要ですが、事前に資料を Blackboard にあげることがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・発言等の平常点(40%)/授業ごとの感想文(60%) 



 - 23 - 

筆記試験を行わないこととし、平時の出席・発言・授業後感想文で評価します。 

【変更前】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)） 

2020 年は、伊藤・柳原の 2 名で講師を務めます。 

 

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） 
福祉を文化の「メガネ」で分析する 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 清(BABA KIYOSHI) 

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） 

日本固有の「福祉文化」（特に負の福祉文化）について、その実態や背景、さらには課題解決の方向性について、自分なりの意見

をもつことができるようになる。 

 

Students will be able to have their own opinions on the actual status and background of Japan's "welfare culture" (especially 

negative welfare culture), and on the direction of problem solving. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、福祉の現場で起きている事象を「文化」というフィルターを通して見ることで見えてくる「福祉文化」を取り上げ、その

あり方を問い直し、新たな福祉文化創造のための方向性について考える。 

 

In this lecture, we will look at what is happening in the field of welfare through a filter called "culture". Then, we consider the 

ideal way of the welfare culture and the direction for creating a new welfare culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

講師の自己紹介、本講義の目的と概要について説明 

2. 福祉文化概念登場の背景① 

福祉の歴史をひもときながら、「福祉文化」という概念が登場した背景について考える 

3. 福祉文化概念登場の背景② 

福祉の歴史をひもときながら、「福祉文化」という概念が登場した背景について考える 

4. 福祉文化概念登場の背景③ 

福祉の歴史をひもときながら、「福祉文化」という概念が登場した背景について考える 

5. 日本固有の福祉文化を考える① 

日本固有の福祉文化のひとつ「劣等処遇」について、具体的事例を挙げながら考える 

6. 日本固有の福祉文化を考える② 

日本固有の福祉文化のひとつ「劣等処遇」について、具体的事例を挙げながら考える 

7. 日本固有の福祉文化を考える③ 

日本固有の福祉文化のひとつ「健常者中心主義」について、具体的事例を挙げながら考える 

8. 日本固有の福祉文化を考える④ 

日本固有の福祉文化のひとつ「健常者中心主義」について、具体的事例を挙げながら考える 

9. 日本固有の福祉文化を考える⑤ 

日本固有の福祉文化のひとつ「操作主義」について、具体的事例を挙げながら考える 

10. 日本固有の福祉文化を考える⑥ 

日本固有の福祉文化のひとつ「操作主義」について、具体的事例を挙げながら考える 

11. 日本固有の福祉文化を考える⑦ 

日本固有の福祉文化のひとつ「優生思想」について、具体的事例を挙げながら考える 

12. 日本固有の福祉文化を考える⑧ 

日本固有の福祉文化のひとつ「優生思想」について、具体的事例を挙げながら考える 

13. 新たな福祉文化の創造向けて① 

現代における新しい福祉文化の創造に向けて、具体的な取組を紹介する 

14. 新たな福祉文化の創造に向けて② 

現代における新しい福祉文化の創造に向けて、具体的な取組を紹介する 

 

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、必要に応じて授業時間内等で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(10%)/リアクションペーパー(50%) 

初回を除く毎回の授業時にリアクションペーパーの提出を求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する 

 

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が中心の授業で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

受講人数によっては、グループワークを取り入れる場合もある。またリアクションペーパーを活用し、できるだけ双方向性の授業を

行う予定であり、積極的な受講態度が望まれる。 

 

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。 

 

Students will deepen the understanding about current circumstances, characteristics and development of lifetime sport from 

the viewpoint of sport promotion that differs from the conventional Japanese concept of sport promotion as 'supotsu shinko'. 

This course is positioned in the group of faculty common subjects. 

 

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。 

 

After identifying lifetime sports from the perspective of sports promotion, we outline issues and prospects related to lifetime 

sports, such as sport lifestyles in other countries, problems related to organization of sport in Japan and the structure of 

diversified sport lifestyles. 

 

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. 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） 

7. 諸外国におけるスポーツライフスタイル（１）；イギリス 

8. 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 

9. 諸外国におけるスポーツライフスタイル（３）；ベルギー 

10. 生涯スポーツを支える組織；競技スポーツ団体（NF） 

11. 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） 

12. 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 

13. 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（1）； 

多様なライフスタイル構想とスポーツ組織 

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（2）； 

グローバル社会における生涯スポーツの役割と展望 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(10%)/授業内・外レポート(30%) 

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。但し、出席自体は平常点には含まれない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内での小レポートおよび予習レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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)） 

・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 2 回にわたって課す。 

 １）諸外国におけるスポーツライフスタイル 

 ２）スポーツの組織化をめぐる現状と課題 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 28 - 

■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・発展の歴史を学習し、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。  

 

Learn about the history of the creation and development of the social security system, and further understand the nature, 

function, philosophy and framework of social security.  

 

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。  

 

It is no exaggeration to say that the history of social security has evolved with the development of capitalism. First, we learn 

from the history of social security how its development has been supported by a wide range of citizen and worker movements. 

Next, we trace the development of the philosophy of social security, study its significance, and learn about social exclusion and 

challenges related to social trends.  

 

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  

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2019、『新版基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭著、2019、『医療保険「一部負担」の根拠を追う』、自治体研究社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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  

全世代型社会保障検討会議 等のホームページを参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 30 - 

■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」と「環境倫理」 

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。 

 

Examine the concept of inochi (life in general) from the perspectives of seimei (a measurable concept in biology, medicine, 

philosophy, and other fields), seikatsu (livelihood) and jinsei (human life), understand the problems surrounding modern living, and 

address them in one’s own words. 

 

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。 

 

The College of Community and Human Services upholds a basic philosophy summed up in the motto “Vita dignitati (For the 

dignity of life)”. While mainly referencing discussions of bioethics and environmental ethics, the students shall critically probe 

the current situation surrounding life in general and learn by looking at concrete, alternative proposals via class discussions. 

 

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. 生命誕生をめぐる諸問題（１）：出生前診断 

5. 生命誕生をめぐる諸問題（２）：生殖補助医療 

6. 先端医療技術をめぐる諸問題（１）：移植医療 

7. 先端医療技術をめぐる諸問題（２）：エンハンスメント 

8. 終末期医療をめぐる諸問題（１）：安楽死 

9. 終末期医療をめぐる諸問題（２）：事前指示書 

10. 優生思想をめぐる諸問題（歴史的検討） 

11. 優生思想をめぐる諸問題（現代社会における課題） 

12. 環境倫理の基礎概念検討 

13. 環境倫理の主要論点検討 

14. 総括 

 

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」と「環境倫理」 

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。 

 

Examine the concept of inochi (life in general) from the perspectives of seimei (a measurable concept in biology, medicine, 

philosophy, and other fields), seikatsu (livelihood) and jinsei (human life), understand the problems surrounding modern living, and 

address them in one’s own words. 

 

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。 

 

The College of Community and Human Services upholds a basic philosophy summed up in the motto “Vita dignitati (For the 

dignity of life)”. While mainly referencing discussions of bioethics and environmental ethics, the students shall critically probe 

the current situation surrounding life in general and learn by looking at concrete, alternative proposals via class discussions. 

 

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. 生命誕生をめぐる諸問題（１）：出生前診断 

5. 生命誕生をめぐる諸問題（２）：生殖補助医療 

6. 先端医療技術をめぐる諸問題（１）：移植医療 

7. 先端医療技術をめぐる諸問題（２）：エンハンスメント 

8. 終末期医療をめぐる諸問題（１）：安楽死 

9. 終末期医療をめぐる諸問題（２）：事前指示書 

10. 優生思想をめぐる諸問題（歴史的検討） 

11. 優生思想をめぐる諸問題（現代社会における課題） 

12. 環境倫理の基礎概念検討 

13. 環境倫理の主要論点検討 

14. 総括 

 

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。 

 

As is common with assignments involving specific work and study related to the field of welfare, the purpose of these lectures 

is to help students master software and computer network skills in an MS-Windows environment. 

 

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。 

 

With the advent of the advanced information society we need to have the knowledge and skills to use information technology in 

all aspects of our lives. In the welfare field, the mindful and proactive distribution and utilization of welfare information such as 

needs, services and treatment becomes ever more important against the backdrop of material changes in the way in which we 

use these services from “initiatives and measures” to “contracts”. In these lectures, students will study the following items in 

order to acquire these skills: 

1) Search and retrieval of information: Efficient, effective collection of relevant information through browsing the internet. 

Collection, organization and use of information sources. 

2) Reception and distribution of information: Reception and distribution of information to specified and non-specified groups and 

individuals using e-mail, website creation software, etc. 

3) Document creation: Creation of concise and easy-to-understand documents using word processing software. Creating, 

editing and saving fixed format documents. 

4) Sharing of information: Information sharing processes via email, website creation and database software; creation of an 

appropriate environment; rule setting. 

 

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。 
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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。 

 

As is common with assignments involving specific work and study related to the field of welfare, the purpose of these lectures 

is to help students master software and computer network skills in an MS-Windows environment.  

 

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。 

 

With the advent of the advanced information society we need to have the knowledge and skills to use information technology in 

all aspects of our lives. In the welfare field, the mindful and proactive distribution and utilization of welfare information such as 

needs, services and treatment becomes ever more important against the backdrop of material changes in the way in which we 

use these services from “initiatives and measures” to “contracts”. In these lectures, students will study the following items in 

order to acquire these skills: 

1) Converting data and creating databases: Input, editing and management of information via spreadsheets, database software, 

etc. 

2) Data processing: Processing and utilization of data using spreadsheets, word processing software, etc. 

3) Statistical analysis: Analysis of data and utilization of results using spreadsheets, statistics software, etc. 

4) Presentations: Editing and transmitting information using presentation software.  

 

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） 
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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。 

 

The aim of this class is to acquire basic knowledge on the aging society, understanding what kind of society the aging society is, 

and relating this to our future lives through considering the framework of the aging society on a near-future. This subject is one 

of the faculty common subjects which form the core of our faculty’s philosophy and purpose. 

 

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。 

 

In addition to identifying the issues involved with a transition to a society with a high percentage of elderly people (aged society, 

super-aging society), we consider what kind of people will be elderly people in the near future, and what measures and systems 

need to be implemented for these people. For this class, lectures will be given using textbooks and supporting materials 

(including video materials). Students will be asked to submit feedback forms with impressions and comments on lectures and 

materials on each occasion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 社会老年学とは？ 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：少子化と長寿化 

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. 定年退職と高齢期の就業 

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. 高齢社会対策大綱にみる高齢社会のデザイン 

 

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。授業終了後、参考資料を含めて、授業における重要な部分を

整理すること。 

 

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） 
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1. 内閣府（編）、2019、『高齢社会白書〈令和元年版〉』、日経印刷 (ISBN:978-4865791778) 

2. 河合 雅司、2017、『未来の年表』、講談社 (ISBN:978-4062884310) 

3. 河合 雅司、2018、『未来の年表 2』、講談社 (ISBN:978-4065117682) 

 

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、映像資料や Webサイトなども活用する。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。授業および資料等に対する質問は次回授業時にフィードバックする。 

 

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） 
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） 

現代社会の構造をジェンダーの視点で読み解く。また「女性」「男性」という性別が生み出される背景を性別二元論、異性愛主義と

いう社会規範とともに考える。これらの視点を日常生活のなかで育み、「立ち止まって考える」ことができるようになることが本講義

の目的である。   

 

Interpret the structure of modern society from the perspective of gender. Consider the societal backdrop created by having the 

Male and Female gender, together with a binary system of gender and heterosexuality, as social norms. The purpose of these 

lectures is to foster these perspectives in our everyday lives and to make us “stop and think” more deeply on these issues.   

 

授業の内容（Course Contents） 

わたしたちの社会は身体のちがいを理由づけとしてジェンダー（社会的・文化的性別）を生み出してきた。「女性」「男性」という性

別をめぐる「常識」に対する客観的な視点と、そのような「常識」がいかにして維持・再生産されてきたのかを事例に取り上げなが

ら考察する。ジェンダーがつくりだすものには「女らしさ」「男らしさ」だけではなく、人間関係のあり方も含まれる。家族・恋愛・結

婚・パートナーシップなど、異性間のみの関係が前提とされてきた社会の問題についても考察する。   

 

Our society has created a gender system (social and cultural) based on physical differences in physicality. From an objective 

standpoint on commonly accepted ways of thinking as they relate to male and female gender distinctions, we will consider how 

this “common wisdom” has been maintained and reproduced through the use of case studies. Gender is about more than just 

“Maleness” or “Femaleness”. It includes a framework of the way in which human beings relate to each other. We also consider 

social institutions that have historically been defined exclusively in a heterosexual context, such as family, love, marriage, 

partnerships and so on.   

 

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. 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. 男女平等政策の現況と展望-社会政策・社会福祉とジェンダー 

14. 最終試験 

 

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） 

毎回のリアクション・ペーパー（課題含む）(70%)/授業内最終レポート(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。正当な理由のない 20 分以上の遅刻は欠席と

みなす。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (毎回のリアクションペーパー20%,中間レポート 20%) 
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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） 

1. 堀江有里、2015、『レズビアン・アイデンティティーズ』、洛北出版 (ISBN:978-4903127224) 

2. 石田仁、2019、『はじめて学ぶ LGBT＝基礎からトレンドまで』、ナツメ社 (ISBN:978-4816365829) 

3. 千田有紀・中西祐子・青山薫編、2013、『ジェンダー論をつかむ』、有斐閣 (ISBN:978-4641177161) 

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。 

 

The aim of this class is to acquire basic knowledge on the aging society, understanding what kind of society the aging society is, 

and relating this to our future lives through considering the framework of the aging society on a near-future. This subject is one 

of the faculty common subjects which form the core of our faculty’s philosophy and purpose. 

 

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。 

 

In addition to identifying the issues involved with a transition to a society with a high percentage of elderly people (aged society, 

super-aging society), we consider what kind of people will be elderly people in the near future, and what measures and systems 

need to be implemented for these people. For this class, lectures will be given using textbooks and supporting materials 

(including video materials). Students will be asked to submit feedback forms with impressions and comments on lectures and 

materials on each occasion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 社会老年学とは？ 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：少子化と長寿化 

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. 定年退職と高齢期の就業 

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. 高齢社会対策大綱にみる高齢社会のデザイン 

 

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。授業終了後、参考資料を含めて、授業における重要な部分を

整理すること。 

 

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） 
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1. 内閣府（編）、2019、『高齢社会白書〈令和元年版〉』、日経印刷 (ISBN:978-4865791778) 

2. 河合 雅司、2017、『未来の年表』、講談社 (ISBN:978-4062884310) 

3. 河合 雅司、2018、『未来の年表 2』、講談社 (ISBN:978-4065117682) 

 

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、映像資料や Webサイトなども活用する。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。授業および資料等に対する質問は次回授業時にフィードバックする。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 

人数制限 100 名 

オンデマンド授業 

 

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と

考える。本授業では、国連の「障害者を締め出す社会は弱く脆い」との主張を受け、これまでの社会の中での障害者のあり様を

多角的に考察し、従来もっぱら福祉、介護の対象とのみ見なされてきた障害者が、積極的・主体的な役割を担える社会こそが人

間全般の幸福を追求・実現しうる社会であることを、立証したい。 

 

The purpose of disability studies is not merely to deepen the understanding of people with disabilities, and is also not to be 

considered as a set of guidelines which tells us how to get along with people with disabilities. In this class, in response to the 

UN assertion that “Any society that marginalizes people with disabilities is weak and fragile”, we consider how the situation of 

people with disabilities in society has developed to where we are now. We want to demonstrate that, whereas people with 

disabilities have tended to be viewed primarily as the object of social welfare and a group of people who need nursing care, only 

the society in which they can play active and pivotal roles could pursuit and realize the happiness of all human beings. 

 

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。 

 

Lectures will be the core of this course, but the students are always encouraged to join interactions, through discussions, 

experiments on thought processes, feedback forms Etc.. In addition, guest speakers will be invited, and we are planning to have 

“mini-symposium”-style sessions with them.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance: 授業全体についての説明―障害学とは何か 

2. Introduction: 「当たり前」、「普通」とは何か？―障害者の「生き辛さ」について 

3. 日本における障害者観及び障害者の状況の変遷―日本の障害者の歴史粗描 

4. （心身）障害学の変遷―障害学小史 

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―障害者に関する法律・制度の歴史粗描 

6. ゲストスピーカーによる講義と、ミニシンポジウム I―「障害者を締め出す社会は弱く脆い」 

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. インクルーシブ教育について 

12. 障害者とテクノロジー 

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―「相模原事件」をめぐって 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への積極的参加度およびリアクションペーパーの記述内容（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）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指定する。 

 



 - 43 - 

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。 

音声データ（MP3)及びレジュメないし資料（Word文書）は以下の日程で Blackboard にて配信する。 

第 1 回 9/19（土）中 

第 2 回 9/26（土）中 

第 3 回 10/3（土）中 

第 4 回 10/10（土）中 

第 5 回 10/17（土）中 

第 6 回 10/24（土）中 

第 7 回 11/7（土）中  

第 8 回 11/14（土）中  

第 9 回 11/28（土）中  

第 10 回 12/5（土）中  

第 11 回 12/12（土）中  

第 12 回 12/19（土）中  

第 13 回 1/9（土）中 

第 14 回 1/16（土）中 

リアクションペーパー(word文書にて）は以下の日程の 17 時までに Blackboardにて提出すること。 

第 1 回 9/22（火） 

第 2 回 9/29（火） 

第 3 回 10/6（火） 

第 4 回 10/13（火） 

第 5 回 10/20（火） 

第 6 回 10/27（火） 

第 7 回 11/10（火）  

第 8 回 11/17（火）  

第 9 回 12/1（火）  

第 10 回 12/8（火）  

第 11 回 12/15（火）  

第 12 回 12/22（火）  

第 13 回 1/12（火） 

第 14 回 1/19（火） 

日程等は変更になる場合があるので、音声データを良く聞く事。 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため） 
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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。 

 

Our “Family” is one of the closest things we have. That can make it difficult for us to recognize the peculiarities and distinctive 

characteristics of our own families or the characteristics of the families of others. In order to grasp this, it is necessary to put 

“family” into an academic context. Moreover, by re-evaluating the meaning of family based on the themes covered in these 

lectures, the goal is to create a foundation for considering the structure of our own lives and the framework of society.  

 

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。 

 

In order to understand the modern family, we consider it against the background of various aspects of gender, kinship and family 

relationships in a historical context, as well as considering the issues and possibilities that arise in each case. Please note the 

schedule is subject to change.  

 

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 

4. 家族の歴史を読み解く（2）家父長制と明治民法 

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

6. 戦後日本の家族（1)日本国憲法と戦後型家族がもたらす皆婚社会 

7. 戦後日本の家族（2）「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）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）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）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）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）だれにとっての妊娠・出産なのか？ 

13. 現代社会と家族（3）子どもをつくることー生殖技術から考える 

14. 現代社会と家族（4）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 

 

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

参考文献などを随時読みながら、自分のテーマをみつける。 

 

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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

2. 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) 
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3. 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) 

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

5. 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) 

6. 由井 秀樹、2015、『人工授精の近代ー戦後の「家族」と医療・技術』、青弓社 (ISBN:978-4787233851) 

7. 柘植 あづみ、2012、『生殖技術――不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか』、みすず書房 (ISBN:978-4622077060) 

授業で随時する 

 

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) 

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） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日々の生活の中にある様々な差別や偏見、それに基づく社会問題や福祉的課題を理解し、解決に向けた取り組みや実践を含

めて論じることができる。 

 

Understanding various prejudices and discriminations in daily life, while exploring related social problems and welfare issues, with 

discussion activities and exercises for solving them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、福祉にも関わる様々な社会問題について、キーワードと具体的事例とを往復しながら理解を深め、問題の軽減・解

決に向けた実践のありようを考える。キーワードは、排除、孤立、差別、格差、喪失などである。これらの課題の理解と解決に向

けた取り組みには、当事者性、臨床性の視点が欠かせない。各回では、映像資料等を通して具体的な差別、社会的排除などの

事例を紹介し、社会問題への学問的アプローチと実践的アプローチの双方から論じる。 

 

In this lecture, while deepening our understanding of various social problems related to welfare, students will examine keywords 

and case studies and consider practices for minimizing and solving problems. The keywords are  exclusion, isolation, 

discrimination, inequality, loss etc. In order to understand and solve these issues, it is essential to maintain an element of 

objectivity and clinicality. In each session, we will introduce specific examples of discrimination, social exclusion, and so on, 

using video materials etc., and discuss from both an academic and a practical approach to social problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会問題の社会学の対象 

2. 社会病理学 

3. 社会問題の構築１ 

4. 社会問題の構築２ 

5. 社会的排除１ 

6. 社会的排除２ 

7. 社会的排除３ 

8. 当事者研究 

9. 差別と日常性１ 

10. 差別と日常性２ 

11. 差別と日常性３ 

12. 差別とフォビア 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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. 大村英昭・野口裕二編、2000、『臨床社会学のすすめ』、有斐閣 (ISBN:978-4641121027) 

2. 好井裕明、2006、『「あたりまえ」を疑う社会学－質的調査のセンス』、光文社 (ISBN:978-4334033439) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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特に指定しない。 

 

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・発展の歴史を学習し、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。  

 

Learn about the history of the creation and development of the social security system, and further understand the nature, 

function, philosophy and framework of social security.  

 

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。  

 

It is no exaggeration to say that the history of social security has evolved with the development of capitalism. First, we learn 

from the history of social security how its development has been supported by a wide range of citizen and worker movements. 

Next, we trace the development of the philosophy of social security, study its significance, and learn about social exclusion and 

challenges related to social trends.  

 

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  

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2019、『新版基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭著、2019、『医療保険「一部負担」の根拠を追う』、自治体研究社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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  

全世代型社会保障検討会議 等のホームページを参照のこと。 

 

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） 
社会保障の各制度と諸外国の社会保障を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
三宅 雄大(MIYAKE YUDAI) 

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） 

 日本及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する。  

 

Understanding social security in Japan and other countries, along with the resources and systems of social security.  

 

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る。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する。  

 

Today's social security system is a basic condition for citizens to live their lives. By studying the social security systems of 

Japan and other countries, we will examine the future of Japan’s social security from various perspectives.  

 

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 社会手当 

4. 社会保障制度 2    年金制度 1 

5. 社会保障制度 3    年金制度 2 

6. 社会保障制度 4    医療保険・医療制度１ 

7. 社会保障制度 5    医療保険・医療制度 2 

8. 社会保障制度 6    介護保険・介護制度１ 

9. 社会保障制度 7    介護保険・介護制度 2 

10. 社会保障制度 8    労働保険 1（労働者災害補償保険） 

11. 社会保障制度 9    労働保険 2（雇用保険） 

12. 社会保障制度 10   公的扶助・社会福祉 1 

13. 社会保障制度 11   公的扶助・社会福祉 2 

14. 社会保障制度 12   諸外国の社会保障 

 

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くこと。 

復習：テキスト、ならびに、レジュメを読み直すこと。あわせて、日常的に社会保障に関する新聞記事等を読むこと。  

 

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(20%)/予習レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2019、『新版基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒田有志弥・柴田洋二郎・島村暁代・永野仁美・橋爪幸代、2019、『社会保障法』、有斐閣 

2. 加藤智章・菊池馨実・倉田聡・前田雅子、2019、『社会保障法』、有斐閣 

 

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 等のホームページを参照。 
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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 年度～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会保障制度の生成・発展の歴史を学習し、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。  

 

Learn about the history of the creation and development of the social security system, and further understand the nature, 

function, philosophy and framework of social security.  

 

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。  

 

It is no exaggeration to say that the history of social security has evolved with the development of capitalism. First, we learn 

from the history of social security how its development has been supported by a wide range of citizen and worker movements. 

Next, we trace the development of the philosophy of social security, study its significance, and learn about social exclusion and 

challenges related to social trends.  

 

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  

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2019、『新版基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭著、2019、『医療保険「一部負担」の根拠を追う』、自治体研究社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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  

全世代型社会保障検討会議 等のホームページを参照のこと。 

 

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 serve as an introduction to culture and communication theories and methods 

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） 

1. To acquaint yourself with the basic theories and concepts of intercultural communication 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to increase your familiarity with current theory and research in the area of intercultural communication. 

The course has been extensively revised to reflect the ongoing development of integrative identity negotiation theory, nearly 20 

years of research advances, the growing diversity of the United States, and global trends. It provides (1) a mindfulness lens on 

intercultural and intergroup communication competence, (2) culture shock in sojourners (international students, global 

businesspeople, and others), (3) immigrants' acculturation processes, (4) lively chapter-opening case examples, including 

compelling personal stories, (5) end-of-chapter summaries, "Mindful Guidelines" to put into practice, and critical thinking 

questions, and (6) new and expanded discussions of hot topics: cross-cultural workplaces, community building, peace building, 

romantic relationships, prejudice and discrimination, microaggressions, and ethical issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Intercultural Communication: An Introduction  Cultural Diversity  

2. Intercultural-Intergroup Engagement: An Integrative Identify Negotiation Theory Framework 1 

3. Intercultural-Intergroup Engagement: An Integrative Identify Negotiation Theory Framework 2 

4. Sojourners' Culture Shock and Intercultural Adjustment Patterns 1 

5. Sojourners' Culture Shock and Intercultural Adjustment Patterns 2 

6. Immigrants' Acculturation Process and Intergroup Contacts 1 

7. Immigrants' Acculturation Process and Intergroup Contacts 2 

8. Developing Intercultural and Intergroup Communication Competence: A Mindfulness Lens 1 

9. Developing Intercultural and Intergroup Communication Competence: A Mindfulness Lens 2 

10. Cultural Value Dimensions and Intercultural Encounters 1 

11. Cultural Value Dimensions and Intercultural Encounters 2 

12. Multicultural Communication 

13. Summary and Conclusion  

14. Final Test 

 

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 you, the student, understand how culture and communication influence each other. 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 of it. Consider me, your instructor, as your guide, and this 

interactive seminar as a unique opportunity to work together as we gain a deeper understanding of culture and communication. 

Your participation and enthusiasm are always welcome as we explore 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%)/エッセイ課題（Essay)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important. Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential.<BR><BR>2020.6.1 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％（最終テスト(Final Test)(30%) 、最終レポート(Final 

Report)(30%) 、Presentation(30%) 、Attendance and Participation(10%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. Ting-Toomey,S., & Dorjee, T.. 2018. Communicating Across Cultures.. Guilford Pubn, 2nd. (ISBN:978-1462536474) 

TBA 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） 

This course introduces the perspectives and major research findings of cultural 

psychology. The course will introduce general theories and perspectives underlying 

cultural psychology, exploring cultural influences on a wide range of psychological 

processes (including socialization, self-concept, motivation, emotion, and cognition). 

The course will also explain the mechanisms underlying cultural differences and 

examine the process of acculturation and biculturalism in an increasingly diverse world. 

Throughout the course, you (the student) will learn how culture (i.e., institutions, social 

interactions, communities, and cultural ideas) shapes the way we think and behave and 

how we, at the same time, shape these cultures. 

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） 

1. To become acquainted with the basic theories and concepts of cultural psychology 

2. To promote an understanding of the basic theories and concepts of cultural psychology 

3. To help develop a practical skillset that can be used to effectively enhance your   

        understanding of cultural psychology 

 

授業の内容（Course Contents） 

One aim of this course is to introduce you to the perspectives, research methods, and findings of cultural psychology. Another 

equally important aim of this course is cultivating your ability to understand and deal with variations in psychological processes 

across cultural and ethnic groups and gaining an understanding of the cultural foundations of your own experiences and actions. 

By the end of the course, you will be able to demonstrate an understanding of how cultural systems influence individuals’ 

psychological processing (including development, self-concepts, motivation, emotion, and cognition). As a student, you will 

critically engage and analyze cultural products such as books, films, and advertisements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is culture? Why is cultural psychology important? 

2. Models of Person, Self, and Agency I 

3. Models of Person, Self, and Agency II 

4. Models of Person, Self, and Agency III 

5. Culture and Cognition I 

6. Culture and Cognition II 

7. Culture and Cognition III 

8. Socialization I  

9. Socialization II  

10. Culture and Emotion I 

11. Culture and Emotion II 

12. Culture and Emotion III 

13. Acculturation and Biculturalism  

14. Final Test 

 

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

As a student, you should review your notes before each class and be prepared to explain the major concepts and theories you 

have learned. You are required to download and print the handouts prior to each class and bring the handouts to class for 

notetaking. As a student, you are required to do the assigned readings and submit reaction papers during the term. You will be 

asked to find and share an example of a cultural product or practice and connect it to the course material. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important.  Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential. 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Heine, S. J.. 2015. Cultural Psychology. New York: Norton. (ISBN:978-0393263985) 

2. Cohen, D. & Kitayama, S.. 2019. Handbook of cultural psychology, second edition. New York: Guilford Press (ISBN:978-

1462536238) 

TBA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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■IA263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA265／宗教心理学 

(Psychology of Religion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教心理学入門 

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） 

個々の人間の行動のみならず，社会全体の在り方にまで影響を及ぼす，意識と無意識の間に生ずるダイナミズムを理解する。 

 

Understand the dynamics between consciousness and unconsciousness as these affect not only individual human behavior but 

also society as a whole. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，C.G.ユングの８つの心理的タイプ（機能）を紹介するなかで，さまざまな宗教現象について深層心理学の立場から解説す

る。次に，深層心理学の大家（フロイト，ユング，アドラー）たちの人間観を概観しながら，心は如何なる段階を踏んで発達してゆく

のか，自己実現とは何を意味するのかといった問題について論ずる。こうして最後に，深層心理学的な視角から見えてくる現代社

会の特性について考察する。 

 

First, we introduce the eight psychological types (functions) as defined by CG Jung and explain religious phenomena from the 

perspective of depth psychology . Next, we review the human perspectives expounded by experts of depth psychology such as 

Freud, Jung and Adler). We discuss the stages at which development of the mind occurs and the meaning of self-actualization. 

Finally, we consider the deep psychological characteristics of modern society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 無意識の「発見」前夜 

2. 深層心理学概論１――フロイト、ユング、アドラー 

3. 深層心理学概論２――神懸かりの深層心理 

4. ユングのタイプ論と宗教現象１――外向・内向，思考・感情・感覚・直観 

5. ユングのタイプ論と宗教現象２――外向型と宗教 

6. ユングのタイプ論と宗教現象３――内向型と宗教 

7. 心の構造１――フロイト：自我・エス・超自我 

8. 心の構造２――ユング：自我・ペルソナ・影・アニマ-アニムス・自己 

9. 包含原理と切断原理 

10. 心の発達と宗教１――カルト・マインドコントロール 

11. 心の発達と宗教２――「楽園」回帰願望 

12. 心の発達と宗教３――人生前半の課題：自我確立・後半の課題：自己実現 

13. 日本社会の深層心理学的特徴１――20 世紀 

14. 日本社会の深層心理学的特徴２――21 世紀 

 

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） 

毎回のリアペ(60%)/最終回の総括リアペ(40%) 

単位取得のためには 75％（10.5回）以上の出席を必要とする。出席は厳しくとる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用するテキストは，事前に Blackboard に掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. C.G.ユング、1987、『タイプ論』、みすず書房 (ISBN:4622021978) 
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この文献を独語から邦訳するにあたり，河東が下訳をしたゆえ，必要なことはすべて講義にて伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA264 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／宗教思想史 

(History of Religious Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本精神史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

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 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の文化と思想について学ぶなかで，個々人と共同体の関係においてしばしば生ずる，「排除」と「包摂」という現象について考

察するための素材を獲得する。 

 

Through learning about Japanese culture and thoughts, students will acquire the capability to consider the phenomena of 

exclusion and inclusion that can occur in relationships between individuals and communities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本文化の特性の１つとして，異国の思想や技術をさしたる抵抗もなく巧みに取り込んでゆく傾向が見られる。だがその一方で，

日本文化には異質なものを排除しようとする傾向が色濃く見られることも，しばしば指摘されるとおりである。それでは，その取り

込みと排除の間には如何なる選択基準が存在し，またそこには如何なる深層心理のメカニズムが作動しているのであろうか。 

 本講ではこうした問題を，西欧的な心性と比較しながら，日本的な心性の諸相を解明してゆきたい。 

 

One of the characteristics of Japanese culture is the tendency to skillfully incorporate foreign ideas and techniques without 

opposition. On the other hand, it is often noted there is also a strong tendency in Japanese culture to exclude that which is 

viewed as alien. So we consider the basis of selection which determines adoption or exclusion and the deep psychological 

mechanisms that drive this. 

 In this course, we aim to clarify and understand the Japanese mind and way of thinking through comparing it with the Western 

mind. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アニミズム、シャーマニズム、シンクレティズム 

2. 巫女王の系譜 

3. 日本神話の世界① 

4. 日本神話の世界② 

5. 日本の聖華族① 

6. 日本の聖家族② 

7. 共同体と異人① 

8. 共同体と異人② 

9. 仏教の日本的変容① 

10. 仏教の日本的変容② 

11. 日本の夢信仰① 

12. 日本の夢信仰② 

13. 夢幻能の世界 

14. 大災害からの復興において伝統芸能，現代アートの果たしうる力 

 

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。学期末試験を受けるうえで、これらのレジュメに目を通すことは必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパーの評価(60%)/最終回の総括リアクションペーパーの評価(40%) 

単位取得のためには，2/3 回以上の出席を必要とする。なお出席は厳しくとる。 福祉現場実習や教育実習等，しかるべき理由な

き欠席が全開講数の１／３を超えた者はＤ評価とする。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% 

(出席および受講態度 20%,リアクションペーパーの評価 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■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） 
宗教心理学入門 

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） 
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） 

個々の人間の行動のみならず，社会全体の在り方にまで影響を及ぼす，意識と無意識の間に生ずるダイナミズムを理解する。 

 

Understand the dynamics between consciousness and unconsciousness as these affect not only individual human behavior but 

also society as a whole. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，C.G.ユングの８つの心理的タイプ（機能）を紹介するなかで，さまざまな宗教現象について深層心理学の立場から解説す

る。次に，深層心理学の大家（フロイト，ユング，アドラー）たちの人間観を概観しながら，心は如何なる段階を踏んで発達してゆく

のか，自己実現とは何を意味するのかといった問題について論ずる。こうして最後に，深層心理学的な視角から見えてくる現代社

会の特性について考察する。 

 

First, we introduce the eight psychological types (functions) as defined by CG Jung and explain religious phenomena from the 

perspective of depth psychology . Next, we review the human perspectives expounded by experts of depth psychology such as 

Freud, Jung and Adler). We discuss the stages at which development of the mind occurs and the meaning of self-actualization. 

Finally, we consider the deep psychological characteristics of modern society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 無意識の「発見」前夜 

2. 深層心理学概論１――フロイト、ユング、アドラー 

3. 深層心理学概論２――神懸かりの深層心理 

4. ユングのタイプ論と宗教現象１――外向・内向，思考・感情・感覚・直観 

5. ユングのタイプ論と宗教現象２――外向型と宗教 

6. ユングのタイプ論と宗教現象３――内向型と宗教 

7. 心の構造１――フロイト：自我・エス・超自我 

8. 心の構造２――ユング：自我・ペルソナ・影・アニマ-アニムス・自己 

9. 包含原理と切断原理 

10. 心の発達と宗教１――カルト・マインドコントロール 

11. 心の発達と宗教２――「楽園」回帰願望 

12. 心の発達と宗教３――人生前半の課題：自我確立・後半の課題：自己実現 

13. 日本社会の深層心理学的特徴１――20 世紀 

14. 日本社会の深層心理学的特徴２――21 世紀 

 

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） 

毎回のリアペ(60%)/最終回の総括リアペ(40%) 

単位取得のためには 75％（10.5回）以上の出席を必要とする。出席は厳しくとる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用するテキストは，事前に Blackboard に掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. C.G.ユング、1987、『タイプ論』、みすず書房 (ISBN:4622021978) 
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この文献を独語から邦訳するにあたり，河東が下訳をしたゆえ，必要なことはすべて講義にて伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA266 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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） 
日本精神史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

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 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の文化と思想について学ぶなかで，個々人と共同体の関係においてしばしば生ずる，「排除」と「包摂」という現象について考

察するための素材を獲得する。 

 

Through learning about Japanese culture and thoughts, students will acquire the capability to consider the phenomena of 

exclusion and inclusion that can occur in relationships between individuals and communities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本文化の特性の１つとして，異国の思想や技術をさしたる抵抗もなく巧みに取り込んでゆく傾向が見られる。だがその一方で，

日本文化には異質なものを排除しようとする傾向が色濃く見られることも，しばしば指摘されるとおりである。それでは，その取り

込みと排除の間には如何なる選択基準が存在し，またそこには如何なる深層心理のメカニズムが作動しているのであろうか。 

 本講ではこうした問題を，西欧的な心性と比較しながら，日本的な心性の諸相を解明してゆきたい。 

 

One of the characteristics of Japanese culture is the tendency to skillfully incorporate foreign ideas and techniques without 

opposition. On the other hand, it is often noted there is also a strong tendency in Japanese culture to exclude that which is 

viewed as alien. So we consider the basis of selection which determines adoption or exclusion and the deep psychological 

mechanisms that drive this. 

 In this course, we aim to clarify and understand the Japanese mind and way of thinking through comparing it with the Western 

mind. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アニミズム、シャーマニズム、シンクレティズム 

2. 巫女王の系譜 

3. 日本神話の世界① 

4. 日本神話の世界② 

5. 日本の聖華族① 

6. 日本の聖家族② 

7. 共同体と異人① 

8. 共同体と異人② 

9. 仏教の日本的変容① 

10. 仏教の日本的変容② 

11. 日本の夢信仰① 

12. 日本の夢信仰② 

13. 夢幻能の世界 

14. 大災害からの復興において伝統芸能，現代アートの果たしうる力 

 

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。学期末試験を受けるうえで、これらのレジュメに目を通すことは必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパーの評価(60%)/最終回の総括リアクションペーパーの評価(40%) 

単位取得のためには，2/3 回以上の出席を必要とする。なお出席は厳しくとる。 福祉現場実習や教育実習等，しかるべき理由な

き欠席が全開講数の１／３を超えた者はＤ評価とする。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% 

(出席および受講態度 20%,リアクションペーパーの評価 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 65 - 

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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■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，発達障害や認知症につ

いての知識を深める． 

 

Students will deepen their knowledge of topics such as: growth and development in relation to gender and individual differences; 

relationship with exercise; children’s issues today; physical changes that accompany the maturing process; changes of functions 

and capabilities; developmental disorders; dementia. 

 

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． 

 

Learn about the physical and psychological characteristics of the three different periods of our lives and about the 

characteristics of disability: development through expansion of our body parts, tissues and organs as we mature; development 

through functional changes with the passage of time, such as actions, movements, and motor skills; aging as represented by the 

process of getting old and the changes that occur after we reach maturity. 

 

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） 

授業内小テスト(40%)/授業内最終テスト(30%)/授業内レポート(20%)/リアクションペーパー(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (最終レポート(Final Report)20%,授業態度，理解度，リアクショ

ンペーパーを含む 10%) 

 

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 
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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） 

抽選登録／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） 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 250 名 

 

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。 

 

In this class, we think about human gender from various points of view and consider the meaning of broad sexual expression to 

help us develop our own sexual personalities as sexual beings. 

 

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。 

 

Sexology is the scientific understanding of human sexuality and human relationships in respect of sexuality. 

Specifically, it comprises: 1) Lectures on the minimum essence of the theory of human sexuality; 2) The reality of health and 

human rights in relation to human sexuality; 3) The raising of questions in relation to current issues of human sexuality. 

 

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. 関係性を考える①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－ 

7. 関係性を考える②恋愛とデート DV－恋愛が見えにくくしている人権侵害－ 

8. 関係性を考える③性感染症－なぜ感染が拡大しているのか－ 

9. 関係性を考える④多様な家族と暮らし－ワンパターン社会の終焉へ－ 

10. 性暴力を考える①－性被害－ 

11. 性暴力を考える②－性的虐待－ 

12. 性産業－性売買の歴史と現代社会の実相－ 

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） 

授業の前後に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） 

リアクションペーパー(100%) 

テキストは試験でも使用するので購入してください。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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ます。授業時に適宜、関連資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 浅井春夫、艮香織 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) 
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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） 
コミュニティを自明視せずに再考する 

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） 

なぜ，「コミュニティ」が求められるのか。そこには，いかなる歴史があるのか。「コミュニティ平和」とは何で，どのような問題がある

のか。コミュニティを自明視せずに，「コミュニティの意義と課題」を改めて考える。 

 

Why do we want to be part of a “Community”? What is the history of this? What is “Community Peace”? What are the issues 

around this? Without taking our community for granted, we consider the significance and topics of a community from a fresh 

perspective. 

 

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。戦争がなければ平和なのか。なぜ，「コミュニティ」

における「平和」なのか。どうして，そもそも我々は「コミュニティ」を求めるのか。このような関心から，第一に，コミュニティ希求の

歴史と現状を検討することを通じて，「コミュニティ平和」を多角的に考えていく。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。 

 

What is the condition or state that is implied by the word “peace” as used in everyday language? If there is no war or conflict, 

does that mean that peace exists? Why do we want peace in a community? Why do we need a community in the first place? 

From this point of view, we first consider “community peace” from a variety of perspectives through the history of community 

aspirations and examination of the current situation. Second, we consider the current situation and issues of the community 

with specific examples related to security, exclusion, discrimination and so on. 

 

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. 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」：安心・安全とコミュニティ 

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」：排除と差別 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーと授業態度 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視覚教材を多く用いて講義する。学生に身近な具体例を扱いながら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，睡眠，スライドの撮影などは厳禁の授業なので（平常点に反映される場合がある），そのことを自覚

（理解して賛同）したうえで履修すること。なお，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） 

現代社会の家族心理 

Today's Family Psychology 

担当者名 

（Instructor） 
皆川 久仁子（MINAKAWA KUNIKO) 

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） 

個人は家族に取り巻かれ，その家族は社会に取り巻かれている。その社会は，時代に沿って変化する。家族心理は社会変化に

沿って変化し，また家族ライフサイクルのステージに即して変化する。 

本コースの目的は，1）家族ライフサイクルを通して家族心理を理解する，2）今日家族の周辺で起こっている社会問題を通して家

族心理を理解する，3）歴史的・文化的文脈，および世界との比較など多元的に家族心理を理解することである。 

日頃から家族に関連するニュースに目を通し，それらについてクラスで話し合う気持ちを持って欲しい。 

 

Each individual is surrounded by family, and each family is surrounded by society. The society syncs with the time.  

This course is designed to understand family psychology through 1) family’s life cycle, 2) today’s societal problems, 3) 

historical/cultural contexts. 

Students are required to watch/read the news regarding family and think about them.  

 

授業の内容（Course Contents） 

・家族発達の各段階に沿った問題や家族メンバーの心理について考える。 

・少子化，高齢化，介護，待機児童，親子の愛着，LGBTQ，ひきこもり，家庭内暴力，貧困問題，世代格差，男女格差，安楽死，

社会福祉など様々な視点から家族の問題と心理について考える。 

・家族に関連する DVD を観てディスカッションする。 

・家族関連の記事を読み，感想を書く。  

 

・ Students will study family psychology according to the family's life cycle.  

・ Students will think about family psychology through various points of view, e.g., gender, declining birth rate, 

increasing aging society, caring aged parents, lack of nursery schools, attachment, hikikomori, domestic violence, poverty, 

euthanasia, welfare, LGBTQ. 

・ Students will watch DVDs regarding families and discuss them.  

・ Students will read articles regarding families and write their impressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の家族，世界の家族，昔の家族，現代の家族 

Japanese families, world families, families of the past, today's families  

2. 家族発達 1 生涯未婚，結婚，同性婚，夫婦の心理 

Family life cycle 1  Single for life, marriage, couples of the same sex, psychology of couples 

3. 家族発達 2 子供を産まない選択，出産，少子化，育休，家庭内役割分担 

Family life cycle2  Chose not to have a child, childbirth, declining birth rate, gender role 

4. 家族発達 3 学童期〜思春期の子供の心理 親の心理，共働き 

Family life cycle 3  Psychology of school-aged and puberty-aged children, psychology of parents, working parents 

5. 家族発達 4 子供の自立，子離れ 

Family life cycle 4  Children leaving home, empty nest 

6. 家族発達 5 定年，老い，介護，死別 

Family life cycle 5 Retirement, caring, death 

7. 家族支援 1  家族療法 

Family support 1 Family therapy 

8. 家族支援 2  福祉，コミュニティ 

Family support 2  Welfare, community 

9. 現代家族の問題 1 ジェンダー 

Today's family issues 1 Gender 

10. 現代家族の問題 2  障害を持つ子供と家族の支援 

Today's family issues 2  Children with disabilities, family support 

11. 現代家族の問題 3 児童虐待，DV，ひきこもり 

Today's family issues 3 Chid abuse, DV, Hikikomori 
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12. 現代家族の問題 4  離婚，養子，単身親，貧困 

Today's family issues 4 Divorce, adoption, single parent, poverty 

13. 現代家族の問題 5  認知症，介護，安楽死 

Today's family issues 5 Dementia, caring, death 

14. まとめ，試験のスタディ・ガイド 

Summary, study guide for the exam 

 

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

日頃から家族に関連するニュースに目を通し，それらについてクラスで話し合う気持ちを持って欲しい。 

家族関連の記事を読み，感想を書く。  

Students are required to watch/read the news regarding family and think about them. ・ Students will read articles regarding 

families and write their impressions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/ミニテスト（5 点×10 回）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (家族に関連する記事を読み，感想文を書く 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各講義で参考文献を紹介する 

References will be presented at each class 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本家族心理学【編】、2019、『家族心理学ハンドブック』、金子書房 (ISBN:9784760824212) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファシリテーションの基礎を学ぶ 

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。 

 

Students will acquire the facilitation skills that enable them to promote consensus building and collaboration among members of 

groups, organizations and communities. By experiencing the facilitation process as a participant, implementer and a planner, 

students will be able to actually plan and carry out facilitation for themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ファシリテーションについての基礎的な知識を講義した後、出来る限り多様なファシリテーションの技法を紹介し、それを実施す

る。またその実施の中で自身がファシリテーターとして身につけるべき技術や心構えを得てもらう。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。 

 

Following lectures about the basic knowledge of facilitation, we introduce and implement as many kinds of facilitation techniques 

as possible. Students will also acquire the appropriate skills and attitudes required as a facilitator through implementing the 

process of facilitation. In the second half of the year, students will plan and carry out facilitation for themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス―「出会い」のワークショップ体験 

2. ファシリテーションの目的、種類、手法 

3. ファシリテーションの応用分野とその拡がり１ 

4. ファシリテーションの応用分野とその拡がり２ 

5. ファシリテーションの技術１ 場のデザイン（１） 

6. ファシリテーションの技術２ 場のデザイン（２） 

7. ファシリテーションの技術３ 人間関係力（１） 

8. ファシリテーションの技術４ 人間関係力（２） 

9. ファシリテーションの技術５ やりとりの構造化（１） 

10. ファシリテーションの技術６ やりとりの構造化（２） 

11. ファシリテーションの技術７ やりとりの構造化（３） 

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） 

授業内のワークには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)(40%)/出席とファシリテーションへの取り組みと達成度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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) 
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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) 

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

 

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する。 

 

The goal is to understand the development process of the human mind through the life cycle and the methods of support for 

this from the viewpoint of clinical psychology. 

 

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る。 

 

We learn about the development of the human personality through factors such as society, environment, and the relationships 

surrounding individuals, in addition to the development of biological abilities. We learn about issues relating to development at 

each age stage of our lives, especially up to adolescence, and consider problems with the mind and pathological conditions that 

can occur easily. We consider methods of support based on clinical psychology. 

 

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. 学童期(小学生時代)～ルールのある集団生活への適応 

5. 青年期 1（思春期：中高生時代)～心身の変化と混乱・自立への助走 

6. 青年期 2(大学生時代)～自分が「自分」になる・アイデンティと恋愛 

7. 青年期 3(大学卒業に向けて)～大学生活のライフサイクル・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. ライフイベントと家族のライフサイクル 

12. 自殺とライフサイクル〜自殺予防、自死遺族ケア 

13. ライフサイクルの中での「悩むこと・病むこと」をどう捉えるか 

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。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する。 

この点を踏まえ、他受講生の視点を取り入れて更に興味関心を深めて行くことを期待する。 

リアクションペーパーは返却しないので、授業後に自信の考えたこと、感じたことを、箇条書きなどでメモにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(20%)/小テスト×２回（各 30％）(60%)/学期末レポート(20%) 

最終授業時に筆記試験を行います。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (講義ごとのリアクションペーパー（提出任意）20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。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する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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する。基本的に講義形式が中心だが、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。 

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 Blackboard に掲載。但し、パワーポイント以外の配布資料は授業出

席時のみ配布とする。 

 

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。 

 

As the decline of local communities becomes an increasing social problem, we consider the importance of solving regional 

issues through regional cooperation and solidarity and learn from the practical example of co-operative businesses today. We 

also consider the contemporary significance of this and the opportunities that arise in relation to this. 

 

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。第 9 回目については、第 5 回目の講義の理解を深めるため、10 月から 11月にかけての土曜日（3、4 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。 

 

The lectures will be run by a person or persons familiar with the topics to be considered, using specific case studies and the 

experiences of Coop Mirai. For Lecture 9, a tour of a commodity inspection center will be organized to help deepen students’ 

understanding of the material covered in Lecture 5. The tour will last about two hours on a Saturday from October to November 

(tour will run on three to four set dates). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「ガイダンス 協同組合とはどんな組織か」 

（講師予定者 以下同じ）日本協同組合連携機構（JCA） 青竹氏 

2. 「生活協同組合とは ―コープみらいの事業と活動」 

コープみらい埼玉県本部長、組合員理事 

3. 「コープの商品政策」 

コープデリ連合会 CSR 推進部職員 

4. 「宅配事業の実践から学ぶコミュニケーション論」 

コープみらいコープデリ宅配事業部職員 

5. 「年間 14 万件の組合員の声」 

コープデリ連合会品質保証 組合員サービス管理部職員 

6. 「超高齢社会を理解する ～高齢者疑似体験」 

コープみらい埼玉県本部参加とネットワーク推進部職員 

7. 「若者の消費者被害と適格消費者団体の取組み」 

埼玉県消費者被害をなくす会 

8. 「生協の被災地（被災者）支援と減災の取組み」 

わがまち防災・減災塾 水島重光氏 

9. 「現場から学ぶコープみらいの事業と活動」 （コープデリ商品検査センターの見学 ＊日程は 3～4 日程度の中から選択） 

コープデリ連合会品質保証 品質管理部職員 

10. 「生活困窮者の実態とフードバンクの取組み」 

ワーカーズコープ北関東事業本部職員 

11. 「地域社会への貢献 ～コープみらいと地域の諸団体」 

コープみらい社会活動財団、助成団体 

12. 「参加とネットワーク ～地域社会づくりと組合員活動」 

コープみらい組合員理事、ブロック委員会 

13. 「次世代へ繋ぐ『平和』の取組み」 

地域の平和活動団体、コープみらい組合員理事 

14. 「地域コミュニティと生協」まとめ 

コープデリ連合会 総合企画管掌 常務理事 
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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 

http://jccu.coop/ 

 

注意事項（Notice） 
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■IA286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA286／現代コミュニティ福祉学特別講義Ａ 

(Study of Contemporary Community and Human Service A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Motivation in Sport and Exercise 

担当者名 

（Instructor） 
カワバタ マサト(KAWABATA MASATO) 

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） 
CMX2101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the end of the course, you should be able to: 

1. Understand key motivational theories commonly used in sport and exercise, 

2. Explain different types of motivation based on the key motivational theories, and 

3. Apply the key motivational theories to promote positive experiences and behaviors in sport and exercise settings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is an intensive course on sport and exercise psychology, which focuses on key motivational theories in sport and exercise. 

This course will provide you with a solid understanding of the motivational theories that can be applied to promote positive 

experiences and behaviors in sport and exercise settings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Descriptive approaches to understanding motivation  

3. Theoretical approaches to understanding motivation 

4. Self-determination theory 1 

5. Self-determination theory 2 

6. Achievement goal theories 1 

7. Achievement goal theories 2 

8. Flow theory 

9. Theory of planned behavior 

10. Motivational climate 

11. Intervention strategies 1 

12. Intervention strategies 2 

13. Intervention strategies 3 

14. Presentations 

 

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

You are required to read reasonable amount of relevant literature (e.g., research articles, book chapters). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Individual written assignment(40%)/Written Test (Multiple choice and short questions)(30%)/Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

You will be introduced recommended textbooks and book chapters in the course. 

 

参考文献（Readings） 

You are expected to read though lecture slides and relevant literature before attending the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【2020 年 6 月 22 日付開講学期変更】（変更理由：開講学期変更のため） 

秋学期集中科目⇒秋学期 1 へ変更 

 

注意事項（Notice） 
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■IA287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA287／現代コミュニティ福祉学特別講義Ｂ 

(Study of Contemporary Community and Human Service B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Quantitative Research in Sport and Exercise 

担当者名 

（Instructor） 
カワバタ マサト（KAWABATA MASATO) 

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） 
CMX2101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the end of the course, you should be able to: 

1. Analyze research literature, 

2. Formulate a scientific research problem and testable hypothesis, 

3. Identify different types of research tools available for examining the hypothesis, 

4. Understand ethics in research, 

5. Use basic statistical techniques in a scientific investigation, and 

6. Write up a research proposal. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides you with a foundation to understand quantitative research designs, measurement strategies, and their 

applications in the context of sport and exercise. Specifically, the course develops your understandings of the process to write 

up a research proposal and how to conduct basic statistical tests with free statistical software of R.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to research in sport and exercise 

2. Developing the issue through analyzing the literature 

3. Formulating methods 

4. Measuring research variables 

5. Ethical issues in research 

6. Statistical concepts 

7. Statistical issues in research planning and evaluation 

8. How to use statistical software 

9. Statistical analysis of relationships among variables 

10. Statistical analysis of differences among groups 

11. Writing up a research proposal 1 

12. Writing up a research proposal 2 

13. Writing up a research proposal 3 

14. Presentations 

 

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

You are required to read reasonable amount of relevant literature (e.g., research articles, book chapters). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Individual written assignment(40%)/Written Test (Multiple choice and short questions)(30%)/Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

You will be introduced recommended textbooks and book chapters in the course. 

 

参考文献（Readings） 

You are expected to read though lecture slides and relevant literature before attending the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【2020 年 6 月 22 日付開講学期変更】（変更理由：開講学期変更のため） 

秋学期集中科目⇒秋学期 2 へ変更 

 

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。 

 

Discuss the challenges and possibilities of community-building practices that are expected to be a means to create a 

sustainable society from the bottom up after reviewing the challenges faced by modern society from the viewpoint of 

sustainability. 

 

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。また国際的な取り組みの動向として SDGs について学び、それぞれの生

活の中での関わり方を考えます。 

 

After critically analyzing the current state of climate change, energy and food supply systems, and reallocation systems, the 

students will learn community-level efforts aimed at managing food, energy, work, and other aspects of people’s lives. The 

students will also learn about international initiatives being carried out to achieve SDGs (Sustainable Development Goals) and 

examine how these goals can be embedded in their daily lives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 批判的検討のための方法論検討 

3. コミュニティ形成の基盤１ 自立について 

4. コミュニティ形成の基盤２ ローカリゼーションについて 

5. 現状の批判的検討（食）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

6. 現状の批判的検討（エネルギー）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

7. 現状の批判的検討（グローバリゼーション）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

8. 現状の批判的検討（人口動態）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

9. 対応策の検討 SDGs について（１） 

10. 対応策の検討 SDGs について（２） 

11. 具体的事例検討（１）国内での取り組み 

12. 具体的事例検討（２）海外での取り組み 

13. 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 

14. 総括 

 

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)） 
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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） 
現代の生老病死の苦しみを考える 

担当者名 

（Instructor） 
川上 祐美(KAWAKAMI YUMI) 

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） 

生老病死の悲嘆＜grief＞に向き合うことを通して、現代のいのちの諸問題に対処し得る思考と感性の研鑽とともに、豊かな人間

観と深い洞察力が養われることをめざします。 

 

Through confronting the grief of death in old age and through studying the thoughts and sensitivities that can help us cope with 

the problems of modern life, we aim to cultivate a rich view of humanity and to deepen our insights thereof. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グリーフケアの視野における苦としては、不慮の事故、病気、挫折、裏切り、貧困、戦争、災害、愛する人の死などがあり、それら

は自分の努力や生き方とは無関係に、理不尽ともいえる事態が生きているあいだ誰にも起こりうるものです。 

 

とりわけ、死苦をいかに受け止めるかということは、古来から変わらぬ人間の大きな課題ですが、現代では様々な医療的介入や

複雑な社会情勢も相まって、本人や遺される人たちの選択肢も多様化してきました。 

 

このようなグリーフは「個人的問題」ではなく、皆に共通する苦しみであるということを前提に、講義ではともに考える場をもちたい

と思います。 

 

The pain and suffering with which the field of grief care is involved consists of events such as unforeseen accidents, illnesses, 

failures, betrayals, poverty, war, disasters, or the death of loved ones. These can happen to anyone, regardless of lifestyle or 

any efforts made to the contrary, and however unreasonable they may seem. 

Above all, how we accept the inevitability of death has been a problem for human beings ever since ancient times. These days 

medical interventions and complicated social situations are additional considerations which mean that we and those who are 

bereaved have an increased range of choices and decisions to make in this respect. 

This kind of grief is not a “personal issue.” The aim is for students to have an opportunity to consider the topic as a group on 

the premise that it is common suffering for everyone. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グリーフ・スタディの視点 ～悲しみは繋がる、悲しみは力 

2. ハンセン病の歴史と今 ～隔離と差別の苦しみ 

3. 死を考える① ～ホスピスケアの展開 

4. 死を考える② ～延命をめぐる家族の葛藤 

5. 死を考える③ ～尊厳ある死とは 

6. 死を考える④ ～スイスの自殺幇助から 

7. 生まれる命のゆらぎ① ～人工妊娠中絶と障碍 

8. 生まれる命のゆらぎ② ～「相模原事件」と優生思想 

9. 生まれる命のゆらぎ③ ～家族の多様化と児童虐待 

10. 生まれる命のゆらぎ④ ～社会的養護の現状 

11. 性の多様化  ～ＬＧＢＴの苦悩と背景 

12. 戦争と核問題① ～人体実験の犠牲とその利用 

13. 戦争と核問題② ～被爆者の苦悩と日本の役割 

14. 戦争と核問題③ ～喪失体験からのきずな 

 

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

授業で配布する新聞資料をよく読んできてください。 

日頃のニュース（健康医療、政治経済、科学技術、宗教文化等）に関心をもってください。 

その他、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業内レポート(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必ず購入しなければならない教科書はありません。 

授業は基本的にプリントを使って進めていきます。 

参考書籍は、下記のものをはじめ授業内で随時紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田利康、2013、『悲しみを抱きしめて グリーフケアおことわり』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-56306-3) 

2. 森岡正博、山折哲雄、2012、『救いとは何か』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-01540-2) 

3. ヴィクトル・フランクル（池田香代子/訳）、2002、『夜と霧』、みすず書房 (ISBN:4-622-03970-2) 

 

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。 

 

Deepening our understanding of the role of leadership for individual perception and behavior, in association with groups and 

others, primarily through psychology research. 

 

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。 

 

We all belong to various groups such as schools, families and social circles. What kind of influence does these groups have on 

people's behavior, perspectives and ideas of things? And, what is the role of a leader in such a group situation? In this lecture, 

we will explain the role of leadership in the group, while tackling topics such as decision making and coordination. 

 

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）ダイバーシティとリーダーシップ －多様性を活かすリーダーシップ－ 

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） 

最終レポート(40%)/中間レポート(40%)/授業内課題(20%) 

授業資料は Blackboard にアップロードし、レポート課題、授業内課題は立教時間を利用して出題する。授業資料の受講生以外

への提供・共有は禁止する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパー15%,授業参加度 5%) 

 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 88 - 

■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。 

 

Understand the history and culture of Asian countries from the perspective of religion. First, gain basic knowledge of the big 

three religions (Christianity, Islam, Buddhism) as well as Hinduism and Confucianism. In terms of curriculum planning, the 

objective of the course is to deepen our understanding of and acquire a broad education on matters such as mankind, self and 

others, the world, life, and existence. In terms of awarding a degree, the objective of the course is the development of an ability 

to analyze social issues from an international perspective. 

 

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。 

 

Opportunities to visit Asian countries for NGO activities or on a corporate basis are increasing. This course will provide 

students with the basic knowledge they need on religion and culture for these occasions. These are the principal topics covered 

by these lectures. Since religious topics are the focus of these lectures, students will encounter a range of commonly used 

words, concepts and patterns of thought related to this for the first time. For this reason the format of the class is designed to 

be as simple as possible. 

 

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——無条件の愛による共同体 

6. イスラーム――ムハンマドによる「経済格差・無縁社会」改革 

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 

12. マルクス主義――今一つの宗教 

13. アジアにおいてネオリベラリズムがもたらしているもの 

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。学期末試験を受けるうえで、これらのレジュメに目を通すことは必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパーの評価(60%)/最終回の総括リアクションペーパーの評価(40%) 

単位取得のためには，2/3 回以上の出席を必要とする。なお出席は厳しくとる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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%) 
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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。 

 

Understand the history and culture of Asian countries from the perspective of religion. First, gain basic knowledge of the big 

three religions (Christianity, Islam, Buddhism) as well as Hinduism and Confucianism. In terms of curriculum planning, the 

objective of the course is to deepen our understanding of and acquire a broad education on matters such as mankind, self and 

others, the world, life, and existence. In terms of awarding a degree, the objective of the course is the development of an ability 

to analyze social issues from an international perspective. 

 

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。 

 

Opportunities to visit Asian countries for NGO activities or on a corporate basis are increasing. This course will provide 

students with the basic knowledge they need on religion and culture for these occasions. These are the principal topics covered 

by these lectures. Since religious topics are the focus of these lectures, students will encounter a range of commonly used 

words, concepts and patterns of thought related to this for the first time. For this reason the format of the class is designed to 

be as simple as possible. 

 

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——無条件の愛による共同体 

6. イスラーム――ムハンマドによる「経済格差・無縁社会」改革 

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 

12. マルクス主義――今一つの宗教 

13. アジアにおいてネオリベラリズムがもたらしているもの 

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。学期末試験を受けるうえで、これらのレジュメに目を通すことは必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパーの評価(60%)/最終回の総括リアクションペーパーの評価(40%) 

単位取得のためには，2/3 回以上の出席を必要とする。なお出席は厳しくとる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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%) 
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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） 
アメリカやイギリスにおける社会福祉の歴史や思想を考える 

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。 

 

Students will learn to define the discipline and to understand its conceptual frameworks and perspectives through a theoretical 

grounding of how social welfare developed in Europe and the United States. The learning outcomes required from students as 

per the degree conferment and curriculum organization policies pertaining to this discipline of study are strongly related to the 

integration of practical and research abilities and to the acquisition of an undergraduate philosophy and purpose. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、その日のテーマに関するプリントを配布し，それに基づき講義を行う。また毎時間後半部に、当日のテーマに関する疑

問点や感想について質疑応答を行い，コメントペーパーに記入し提出してもらうことを予定している。さらに，時間的に可能であれ

ば，歴史に関する映像なども用意することを考えている．  

 

Print materials on the theme of the day will be distributed in class and lectures will be delivered on their basis. The second half 

of each hour will comprise a question and answer session and an interactive discussion on the theme of the day. A feedback 

form will also be filled and submitted by students in each classroom session. Further, audio-visual clips related to history will be 

incorporated into the module if time permits. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 貧困問題の発生とエリザベス救貧法成立（イギリス） 

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（イギリス） 

4. 慈善組織協会（COS）の形成と展開（イギリス） 

資本主義の成立と貧民政策（アメリカ） 

5. 貧困調査の始まりと意義（イギリス） 

ソーシャル・ワークの成立と展開（1）（アメリカ） 

6. 救貧法の廃止と擁護をめぐる対立（1）（イギリス） 

ソーシャル・ワークの成立と展開（2）(アメリカ） 

7. 救貧法の廃止と擁護をめぐる対立（2）（イギリス） 

ソーシャル・ワークの成立と展開（3）（アメリカ） 

8. 社会立法の動き（イギリス） 

ニューディールの救済政策－社会保障法成立へ－（1）（アメリカ） 

9. ベヴァリッジ体制の確立と展開(1)（イギリス） 

ニューディールの救済政策－社会保障法成立へ－（2）（アメリカ） 

10. イギリスのベヴァリッジ体制の確立と展開(2)（イギリス） 

アメリカにおける貧困の再発見と福祉権運動（1）（アメリカ） 

11. パーソナル・ソーシャル・サービスの形成と展開(1）（イギリス） 

貧困の再発見と福祉権運動（2）（アメリカ） 

12. パーソナル・ソーシャル・サービスの形成と展開(2）（イギリス） 

近年の福祉改革(アメリカ） 

13. 近年の福祉改革と課題(イギリス・アメリカ） 

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、自ら関心をもって能動的に学ぶことが求められます。そのためには、事前学習として、各回のテーマのな

かで関心をもった点について予備知識をもつことが必要となります。事後学習としては、関心をもった点について，深めるために
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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ります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(50%)/授業内に指示した提出物(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントカード 20%,授業態度 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に、プリントを配布します。 

 

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:4641122709) 

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:4641280584) 

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 (8451-05497) 

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 (8451-05446) 

5. 市瀬幸平、2004、『イギリス社会福祉運動史 : ボランティア活動の源流』、川島書店 (ISBN:4761007893) 

6. 田端光美、2003、『イギリス地域福祉の形成と展開』、有斐閣 (ISBN:4641076596) 

7. 高島進、1979、『イギリス社会福祉発達史論』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会福祉の思想や歴史に少しでも関心や興味を有している学生を対象に，話し合いながら授業をしたいと考えています。またイ

ギリスやアメリカの福祉思想が，日本にどのような影響を及ぼしたのかという点についても，検討したいなと思います．それゆえ，

必ずしも授業計画通りに進行しないかもしれません． 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀の健康と社会・環境 

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。 

 

Nowadays, lifestyle and lifestyle-related diseases have been found to have a major influence on health. As well as the 

individuals themselves, local governments and national governments are also widely involved in measures for maintaining our 

health. The aim of these lectures is to learn about issues related to health in modern society and to understand public health 

measures for resolving these. 

 

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 

 

1) Statistical indicators of health and hygiene 

2) Health standards in Japan 

3) Regulations and systems to prevent major infectious diseases 

4) Maternal and child health, school health, occupational health 

5) Lifestyle diseases and risk factors 

6) Health and welfare for the elderly 

 

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） 

コメントカード(30%)/レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

図表等、テキストを参照しながら講義を進めます。授業中に内容と関連した質問を行い、コメントペーパーへの回答を求め、評価

の対象とします。 
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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） 

1. 近藤克則、2018、『長生きできる町』、角川書店 (ISBN:4040822235) 

 

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） 
救急処置法 

担当者名 

（Instructor） 
後関 慎司（GOSEKI SHINJI) 

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） 
CMX3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ現場に限らず、日常生活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、救急蘇生法について習得する。 

 

This course helps participants to understand the basic mind of risk management not only in sports field but also in daily life and 

acquire the Basic Life Support. 

 

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。しかしそれだけに留ま

らず、日常生活におけるリスクマネジメントを意識しファーストレスポンダーとしての役割を十分果たせるように学習する。 

 

The risk management in sports field means mostly responses and actions for the security of sports players.  However, not only 

that, this course helps participants to be conscious of the risk management in daily life and play roles as first responders. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスクマネジメント・救急法の概念と意義 〜救急蘇生法とは〜 

2. 事故時の緊急対応計画（EAP）・事故時の評価手順 

3. スポーツでよくみられる内科的疾患 

4. 熱中症 

5. 皮膚などに傷のある怪我の処置（止血法） 

6. 皮膚などに傷のない怪我の処置（RICE処置） 

7. 頭頚部外傷 

8. 運搬法、特殊な外傷 

9. 一次救命処置（日本の現状・課題） 

10. 一次救命処置（BLSの意義・呼吸のしくみ） 

11. 一次救命処置（フローチャート・ガイドラインの説明、気道異物除去） 

12. 一次救命処置（BLSの説明） 

13. 一次救命処置（AED の説明、法律） 

14. まとめ 

 

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

日常生活において、今まで意識していなかった危機管理を想像する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内レポート（10％×5 回）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントカード兼出席表 20%,最終レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト編集班、２００７年、『アスレティックトレーナー専門科目テキスト第３巻「救急処

置」』、日本スポーツ協会 

2. 赤十字救急法研究委員会、２０１７年、『救急法基礎講習』、日本赤十字社 

 

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）の原理・思想・歴史 

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） 

公共について理解を深める。公共哲学のバリエーションを知る。戦後日本における公共の歴史を知る。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。 

 

To deepen understanding of "the public". To gain knowledge of the variations of Public Philosophy. To gain knowledge of the 

postwar history of the public in Japan. To learn how to think philosophically, and in a principled manner about coexistence with 

others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後，高等学校の社会科で「公共」という科目ができる。時代状況や社会の要請から，新たな科目ができるのであろうが，「公共」

とはそもそも何であるのか。また近年，「公共哲学」という学問領域が注目されているが，それはなぜか。どのような特徴を持って

いるのか。この講義では，公共と公共哲学の原理や歴史を検討することを通じて，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。 

 

In the future, a subject called "public studies" will be offered in social studies in the high-school curriculum. It may be possible 

to create a new subject from the present situation and demands of society, but "the public" will be what? Also, in recent years, 

the academic field of "Public Philosophy", which differs from conventional philosophy has attracted attention, but why? What 

are its features? In this lecture, we will consider “the public” as an area of coexistence with others, examining the principles and 

history of the public, and of Public Philosophy. 

 

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. 公共の展開１ 

11. 公共の展開２ 

12. 公共の展開３ 

13. 公共の展開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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーと授業態度 10%) 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初学者にも，わかりやすい講義となるよう努める。写真や図などの視覚教材を多用する。授業態度には厳しくする。私語や携帯，

睡眠，スライドの撮影などは厳禁の授業なので（平常点に反映される場合がある），その点を自覚（理解と賛同）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～2018 年度入学者対象 

 

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。 

 

(1) Purpose of class 

 The purpose of this lecture is to understand the essence of the Japanese Constitutional Law. Students will learn the 

necessary essence of the Constitution. Specifically, the aim is for the class to progress explaining the various constitutional 

issues, constitutional precedents, and various theories for students to understand. In addition, we will consider the development 

of educated university students, as well as measures for the teacher recruitment exam.  

(2) Acquiring the ability to learn. 

 Acquisition and understanding of systematic knowledge related to the Japanese Constitutional Law (knowledge and 

understanding). 

(3) Class objectives 

 The goal of this class is gaining essential knowledge of the Japanese Constitutional Law. For this, we need to understand the 

origins of the Constitution, and how it is enacted. In addition, what is “consensus” in interpreting the statute, and how would one 

interpret “correctly” to arrive at a final answer on “what is constitutional law” or “what is the Japanese Constitutional Law”? 

Furthermore, the aim is for students to express their own words regarding this question. 

 

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。  

 

The class overview is, firstly, the historical development of the constitution (constitutional history, history of enactment, 

including the legislative process etc.), secondly, we examine Japanese Constitutional Law focusing on its three major principles: 

sovereignty of the people, pacifism, and respect for basic human rights, and thirdly, we will consider what influence the 

Japanese Constitutional Law has had on Japanese society in reality.  

 In addition, in the course of classes, tutors will keep language simple and maintain interactive dialogues.  

 

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 
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 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

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100%<BR>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) 
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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～2018 年度入学者対象 

 

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。 

 

(1) Purpose of class 

 The aim of this class is to understand the essence of law and legislature. Students will learn the necessary elements for 

understanding the essence of law and legislature. Specifically, class will progress outlining the various fields of law, while mixing 

legal issues, judicial precedents and theories for the purpose of student understanding. In addition, we will consider the 

development of educated university students, as well as measures for the teacher recruitment exam.  

(2) Acquiring the ability to learn. 

 Gaining systematic knowledge of law and legislature (knowledge and understanding). 

(3) Class objectives 

 The goal of this class is gaining essential knowledge of law. In addition, students will cultivate the ability to find what the legal 

issue is when conflict occurs in daily life. For this, we need to understand the origins of law, and how it is enacted. In addition, 

what is “consensus” in interpreting the statute, and how would one interpret “correctly” to arrive at a final answer on “what is 

law” or “what is study of law”? Furthermore, the aim is for students to express their own words regarding this question and 

acquire fundamental skills to independently proceed their study of law as needed in the future as well as to foster the legal 

concepts and perspectives. 

 

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。 

 

The law is in fact familiar to us (details explored in class). Furthermore, this subject is an essential part of the introductory 

stage for studying criminal, civil and commercial law. This class is for students to understand the kind of influence law and 

legislation has in the real world. 

The class will progress in according to the following “Class Plan”, and so please refer to this: In this class, as well as examining 

domestic laws such as public law (constitutional, penal and administrative law etc.), we will deepen our understanding of the 

whole of law, also outlining private law and social law (Labor Law, Social Security Law etc.) in addition to international law. 

In addition, in the course of classes, tutors will keep language simple and maintain interactive dialogues. 
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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。 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【9 月 9 日付修正】レポート試験で行います。（レポート試験 100％）  成績評価は、期末のレポート試験の点数で評価を行いま

す。点数配分は、期末のレポート試験 100 点を満点とするものです。期末のレポート試験の未受験者に、教員は、成績評価を行

うことが出来ません。期末のレポート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、授業内レポート（期末のレポート試験とは異なるものです）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、評価はレポート試験で行います）。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） 
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※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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■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） 
民主主義とは何か？ ――《私物化》の時代における政治の危機―― 

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～2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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。 

近代の代表制民主主義に内在する問題を理解し、批判的に検討できること。 

現代の日本社会が直面する諸問題を発見し、政治的な視点から考察できること。 

履修生の各自がより望ましい社会のあり方や政治のあり方を構想できること。 

 

To acquire basic knowledge about the principles and institutions of democracy. 

To be able to understand and critically examine the problems inherent in modern representative democracy. 

To be able to discover various problems facing modern Japanese society and to investigate them from a political perspective. 

To be able to envision the ideal society and politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の民主主義は二つの敵を前にして今にも崩壊しつつあるようだ。一つの敵が米大統領トランプを筆頭に，現在の欧米で猛威

をふるうポピュリズム。それは，代表制度の下での民主主義の機能不全を暴露しただけでなく，そうした民主主義への失望や不

信をいっそう高めることになった。もう一つが中国を代表に台頭しつつある非民主的権威主義国家だ。欧米などの民主主義諸国

に渦巻くそうした失望や不信は、国際社会における中国の影響力の増大もあって、今や民主主義を否定する権威主義的政治へ

の期待へと変わりつつある。冷戦直後、勝利の凱歌を揚げた民主主義に対して「もうやめにしよう」という声が世界中で聞かれる

ようになっているのだ。しかし、このようなときだからこそ，民主主義という政治の構想はそもそもどのようなものであったのか，そ

の実情はどうなっているのかを改めて熟考することが求められている。さらに，民主主義を機能不全に陥れた原因は何のか、そ

の原因を除去し民主主義を再生させることは可能なのか、真剣に検討することが危急の課題となっている。そこでこの授業では，

民主主義の基本原理および古代から現代にいたる民主主義の歴史を説明するだけでなく，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.。またそれと同時に、民主主義の問題点を現代日本の文脈に即して具体的に考察する。 今年度は《私物

化》というキーワードを手掛かりにして、危機にある民主主義を多角的に議論する予定である。 

 

Modern democracy seems to be collapsing in the face of two enemies. One enemy is populism that is rampant in Europe and 

the United States. It not only reveals the dysfunction of representative democracy, but it is also increasing disappointment and 

distrust of such democracy. The other is undemocratic authoritarian states like China and Russia. Such disappointment and 

distrust in the United States, Europe and other democracies are turning into expectations for authoritarian politics that denies 

democracy, partly because of China's growing influence in the international community. In the immediate aftermath of the Cold 

War, democracy seemed triumphant. But nowadays we often hear voices; “Democracy is Enough." However, because of this 

situation, it is necessary to review what the political concept of democracy was and what the actual situation is. Furthermore, 

the urgent task is to seriously consider what caused democracy to malfunction and whether it is possible to remove the causes 

and revive democracy. In this class, I not only explain the basic principles of democracy and the history of democracy from 

ancient times to the present, but also examine the problems that democracy has had from a theoretical perspective. At the 

same time, I will concretely discuss the problems of democracy in the context of modern Japan. This year, I especially plan to 

focus the influences of <<privatization>> on democracy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：民主主義から権威主義の時代へ？ 

――ポピュリズムの蔓延と中国の台頭―― 

2. 民主主義とは何か？ 

――私物化と支配に対抗する政治―― 

3. 私物化の時代(1) 

――新自由主義と社会の私物化―― 

4. 私物化の時代(2) 

――新しい権威主義と政治の私物化―― 

5.  なぜ、自分たちで統治しなければならないのか？人に任せてはならないのか？ 

――古代アテナイにおける民主主義の誕生と籤による自治――  

6.  近代民主主義の前提 
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―― ホッブズの社会契約論とロックの所有的個人主義―― 

7. 近代民主主義の復活 

――ルソーの人民主権論―― 

8. 代表制度としての民主主義 

――合衆国憲法における共和主義の伝統とシエイエスの憲法制定権力―― 

9. 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―― 

10. 全体主義に対して議会を擁護する 

――シュミットによる議会主義批判とヴェーバーおよびケルゼンによる議会制度の正当化―― 

11. 代表制度の条件／ポピュリズムの条件 

――20 世紀における代表制民主主義の黄金期―― 

12. 選挙‐代表制度の系譜学 

――代表制民主主義の機能不全とその限界―― 

13. 代表制度を超える民主主義を構想する 

――民主主義のイノベーションの現在―― 

14. コミュニティから民主主義を再構築する 

――現代の民主主義の学校はどこにある？―― 

(以上の授業計画には，変更の可能性がある 

 

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。 

授業で使用するスライドに予め目を通しておくことが望ましい。 

必要があれば適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤井達夫、2018、『平成の正体』、イースト新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 森政稔、2008、『変貌する民主主義』、ちくま新書 

2. 待鳥聡史、2015、『代議制民主主義』、中公新書 

3. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か』、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 

6. S.レビツキ―、D.ジブラット、2018、『民主主義の死に方』、新潮社 

7. ダーヴィッド・ヴァン・レイブルック、2019、『選挙制を疑う』、法政大学出版局 

上記以外の参考文献については，授業内で随時紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.videonews.com/marugeki-talk/926/  

 

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(ISHII 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～2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化する国際経済についてその現状と諸課題を読み解くことを目標とする。 

 

The aim is to read and understand the current situation and issues in the globalizing international economy. 

 

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、主に貿易

と投資を中心に、国際経済学の基礎的理論、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。 

 

Now that the world is globalizing, it is very important to deepen our understanding of the international economy. Therefore, we 

will examine the basic theory of international economics, the actual situation, institutional frameworks, and various issues, 

focusing mainly on trade and investment, deepening our understanding of the globalizing economy. 

 

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. 貿易の理論① 

4. 貿易の理論② 

5. 貿易政策 

6. 貿易システム 

7. 地域統合 

8. 直接投資と多国籍企業① 

9. 直接投資と多国籍企業② 

10. グローバル経済との進展と課題① 

11. グローバル経済との進展と課題② 

12. グローバル経済との進展と課題③ 

13. グローバル経済との進展と課題④ 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の課題(20%)/複数回の小テスト(80%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー、出席 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回配布する資料に沿って講義を進める。 

 

参考文献（Readings） 

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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■IA505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA505／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～2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会を把握しう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。） 

 

Acquiring a comprehensive view of society. Grasping the image of sociology. 

(In addition, it is preferable that "Sociology 1" and "Sociology 2" are taken in order so that lectures can advance progressively. 

 

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する。「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、すなわち変化や変動を踏まえ、現代社会を考察

する。社会の「あたりまえ」の価値観を疑う視点を身につける。 

 

While introducing the basic concepts and thinking methods of sociology, we will gain perspectives to grasp contemporary 

society. “Society" has not always been as it is now, and a history exists. We will consider modern society based on such 

changes in "society". 

 

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  

4. 戦後の産業と社会 １ 高／低成長 

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 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/講義内で課す小レポート(30%)/授業参加度(10%) 

適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱うなどします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (最終レポート(Final Report)40%) 

 

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。 
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注意事項（Notice） 
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■IA506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA506／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もつ 

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～2018 年度入学者対象 

 

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。） 

 

In order to grasp modern society, we will examine what kind of sociology, social thought, and social philosophical perspectives 

are needed. 

(Note, it is preferred for students to take “Sociology 1” in advance of “Sociology 2, as the lectures progress building on each 

other.) 

 

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。 

 

Lectures will progress, providing the opportunity to grasp “modern society” from the various angles necessary, using relatively 

new sociology and socio-philosophical methodologies. We will read and understand “contemporary society” in consideration of 

politics, social movements, dynamism, diversity of values, social structures, and their changes in society. In particular, we will 

focus on points such as “violence” and “power”, attempting to trace back to so-called abstract social philosophy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバル／ポストグローバル社会 １ 

3. グローバル／ポストグローバル社会 ２ 

4. 消費社会と＜帝国＞の時代 

5. 政治の始まりと社会哲学――「政治」を社会の中から／で考える １ 

6. 政治の始まりと社会哲学――「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――「社会変革」から考える ２ 

9. 「生活史」から考える社会 

10. ＜ファシズム＞と大衆社会、権威主義体制 

11. 優生思想――社会ダ―ヴィニズム、社会進化論  

12. ユートピアと社会――社会の設計、社会の構想 

13. ユートピアと社会――〈美〉と〈感性〉と〈快〉から 

14. アートと社会の関係について 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内リアクションペーパー(30%) 

授業内リアクションペーパーの提出をもって出欠とする。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% 

(最終レポート(Final Report)40%) 

 

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） 
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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） 

IA507／心理学１ 

(Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
他者を理解し、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。 

 

Humans are said to be social animals. We interact with others in various groups and organizations, such as family, friends, in 

school and in company relationships. And so, in order to get along with others better, which perspectives help us to understand 

people? In this class, we will introduce “development”, “social” and “clinical” approaches from the fields of psychology, with the 

aim of cultivating the ability to objectively understand humans. 

 

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。 

 

Psychology is the study that aims to understand human behavior and the psychological processes behind it. In these lectures, 

we will discuss human developmental processes (interpersonal relationships, personality formation, cognitive development etc.), 

factors affecting relationships with others and groups, as well as approaches to interpersonal support, and study how to 

understand and relate to others. 

 

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） 

毎回のリアクション・ペーパー（課題含む）(60%)/授業内最終レポート(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ません。。<BR><BR>2020.6.1 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 

100％（毎回のリアクション・ペーパー（課題含む）(70%) 、授業内最終レポート(30%) ）<BR><BR>【変更前】筆記試験(Written 

Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内小テスト 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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-10: 4779508304 ISBN-13: 978-

4779508301) 

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-10: 413012109X ISBN-13: 978-

4130121095) 

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-10: 4761008512   ISBN-

13: 978-4761008512) 

 

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。 

 

注意事項（Notice） 
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■IA508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA508／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。  

 

The aim is to acquire basic knowledge of psychology, such as personality and understanding and supporting psychological 

problems, so that these can be of practical use in daily life.  

 

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。 

 

Learn psychology’s view of the personality, that is, “who and how a person is”, through the various theories in a variety of fields 

of psychology. As well as deepening understanding of the various aspects of personality development, and personality bias. In 

addition, you’ll study about familiar psychological problems, together with understanding and support from the findings of clinical 

psychology. 

 

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 １：類型論 

3. パーソナリティの捉え方２：特性論 

4. 状況の影響 

5. 遺伝と環境  

6. 精神分析理論からみたパーソナリティ 

7. 学習理論からみたパーソナリティ  

8. 人間性心理学からみたパーソナリティ  

9. 中間まとめ 

10. パーソナリティの発達  

11. パーソナリティの偏り 

12. メンタルヘルスの理解 

13. メンタルヘルスの支援 

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） 

授業内最終レポート(40%)/授業内小レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業時に指示する小レポート 20%) 

 

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～2018 年度入学者対象 

 

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． 

 

The aims of this lecture are to understand the natural environment such as topography, hydrology and climate on the Japanese 

archipelago, and its relationship with the people living there. 

 

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． 

 

Lectures will cover the interaction between humans and the natural environment surrounding the Japanese Islands, from the 

local level to the global scale and outer space. Classes will be conducted using visual aids such as PowerPoint and Google 

Earth. In addition, we will also work in part with maps to deepen understanding. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間テスト(30%)/課題提出(20%) 

中間テストは Blackboard を用いて実施する． 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (中間テスト 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. 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～2018 年度入学者対象 

 

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 

 

This history of maps will be introduced, and various analytical methods using maps will be studied. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義に加えて，地図を使った作業を行う 

 

In addition to lectures, we will be working with maps. 

 

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） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

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～2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幕末・維新期からアジア・太平洋戦争に至るまでの日本近代史の流れについて、政治外交史の視座と民衆史の視座から概観し、

歴史学的手法による日本社会の展開と特質を理解する知識を身につける。 

 

We will equip you with the knowledge to understand the development and characteristics of Japanese society through historical 

methods, providing an overview of the modern history of Japan, from the end of the Edo period up until the Asia-Pacific War, 

from the perspective of political diplomatic and popular history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、幕末・維新期から維新改革をめぐる近代国家形成の動き、帝国憲法発布から憲政の常道に至る帝国憲法体制の成

立に至る動き、対外戦争による植民地帝国の形成など、様々な「成立と展開」の過程を追うことで、複合的な歴史の流れをおって

いく。 

 

In this lecture, through following the various processes of “establishment and development”, we will chart the flow of complex 

history, from the end of the Edo period and the Meiji restoration with the various movements forming the modern nation, from 

the issuance of the empire constitution to the establishment of the imperial constitution system, and the formation of colonial 

empire through foreign wars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス。「歴史の見方・考え方」について考える 

2. 近代社会とは何か 

3. 幕末維新期の諸相 

4. 内戦と改革 

5. 国境の成立 

6. 大日本帝国憲法の成立 

7. 日清・日露戦争と日本社会の変容 

8. 植民地帝国をめぐる動き 

9. 第一次世界大戦後の世界と日本社会 

10. 都市化と大衆社会 

11. 大正デモクラシーの崩壊 

12. 1930 年代の日本社会 

13. 日中戦争からアジア・太平洋戦争に至る政治外交史的動き 

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） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業ない感想文など(30%)/レポート(35%)/到達確認テスト(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし（授業時に文献リストを配布） 

 

参考文献（Readings） 

1. 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 (ISBN:978-4-00-431650-3) 

2. 坂野潤治、2018 年、『近代日本の構造』、講談社 (ISBN:978-4-06-511729-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（１）板書を中心にした講義である。（２）映像資料も適宜利用する。（３）レポート課題の提出は Blackboard を利用する。（４）授業

内容は学生の関心や授業展開などに応じて変更もある。（５）他人に迷惑をかけない態度で授業に臨んでください。 
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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～2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア・太平洋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。 

 

With an overview of Japan's modern history since the Asia-Pacific War, from the perspective of political, diplomatic history as 

well as social history, we will understand why Japan advanced to war, how control and mobilization were constituted, the overall 

picture of war and its legacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。 

 

In this lecture, we trace the modern history of Japan during the Great Japanese Empire, the process of empire collapse, the 

expansion policy to mainland China and the collapse of the cooperative relationship with the world powers this triggered, 

resulting in the rush into the Asia-Pacific War and the subsequent defeat of Japan in the 1930s and ‘40s. In the second half of 

the class we deal with issues in the establishment of the post-war society, such as the establishment of a new constitution 

during the occupation period, the Tokyo trials, and the issue of war monuments and views of war. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 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. 近代史の枠組み理解及び満州事変以降の展開 

3. 戦時下の地域社会 

4. 戦時下の植民地社会 

5. 総力戦体制の成立 

6. 日米開戦へ 

7. 玉砕の島々―南洋諸島から沖縄戦まで 

8. 占領と日本国憲法の制定 

9. 戦後東アジア世界の成立 

10. 高度成長の時代へ 

11. 平成の時代を考える 

12. 戦争観をめぐる問題 

13. 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%) 

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. 大門正克、2009 年、『戦争と戦後を生きる（全集日本の歴史 15）』、小学館 (ISBN:978-4-09-622115-0) 

2. 成田龍一、2012 年、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102150-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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（１）板書を中心にした講義をおこなう。（２）映像資料を適宜利用する。（３）レポートなどは Blackboard で提出する。（４）授業内容

は学生の関心や授業理解などによって変更もありうる。（5）他人に迷惑をかけない態度で授業に臨むこと。 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
三王 昌代(SAN-O MASAYO) 

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～2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界を広く眺め，諸地域は互いに関連しあいながらつくられてきていることに着目する。 

 

Broadening outlooks on the world, and recognizing that its regions are interconnected. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，世界の諸地域・諸民族の歴史や文化などについて，様々な繋がりが見られる具体的な事例を文字資料・写真・映像

資料を交えながら紹介していきます。 

 

In this lecture, we will introduce concrete examples showing these various connections between the histories and cultures of 

the regions and ethnic groups of the world, using textual sources, photographs and video materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 世界史論Ⅰ 

3. 漢字圏の成り立ち 

4. 故事から見る歴史 

5. 13 世紀のアジア・ヨーロッパの交流 

6. 14 世紀の諸地域世界の交流 

7. 15 世紀の東アジアと東南アジア 

8. インド洋世界 

9. 東南アジア世界の形成（1） 

10. 東南アジア世界の形成（2） 

11. 中東と日本 

12. アフリカと日本 

13. 世界の先住民族 

14. まとめ 

 

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

授業中に紹介したものやご自身が興味や関心をもった内容などについて関連する本を読み，提出物や期末レポートに生かして

いただければと存じます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー等授業内に指示した提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義中に参考文献を紹介いたします。 

 

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，映像資料などを適宜活用します。 

 

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） 
イギリス帝国史 

担当者名 

（Instructor） 
鹿野 美枝(SHIKANO MIE) 

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～2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代以降のイギリス帝国の歴史を通じて、イギリス近代史および帝国史の基礎知識を学ぶ。講義内容はイギリス帝国を中心とす

るが、現代日本に生きるうえで、歴史学的知見の意義を考える。 

非常に多様な帝国を扱うが、詳細な個別の事例だけにとらわれず、細部とともに全体像も把握できるようする。 

 

Through the history of the British Empire since the modern era, we will study basic knowledge of modern British and imperial 

history. The content of this lecture is focused on the British Empire, with consideration of the significance of historical findings 

on life in modern Japan. 

Dealing with a wide variety of empires, allows a grasp of details as well as an overview, without being confined to detailed 

individual cases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に 18 世紀以降のイギリス帝国について講義形式で学ぶ。イギリス帝国を知るために、必要に応じてイギリス本国の歴史や古

代・中近世まで遡って解説することもある。イギリス近現代史を軸に、主要な植民地などを具体的に取り上げ、帝国の多様性や多

層性などを学ぶ。また、政治・社会・経済など多角的にアプローチしてゆく。 

 

Learning is mainly in the form of lectures on the British Empire since the 18th century. In order to understand the British 

Empire, it may sometimes be necessary to return to the history of Britain in ancient times, as well as to the middle-ages. 

Centering on the modern and contemporary history of Britain, examining examples of major colonies, we will study the diverse 

and multifaceted nature of empire. In addition, we will approach politics, society and economics from multiple angles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：イギリス史を学ぶ 

2. 海外貿易の発展と帝国の起源 

3. 帝国の形成とイギリス近代国家の歩み 

4. ブリテン諸島①スコットランド 

5. ブリテン諸島②アイルランド 

6. 北米植民地①西インドと 13 植民地 

7. 北米植民地②カナダ 

8. 白人移住植民地 

9. インド植民地 

10. インド帝国とアジア 

11. 大西洋貿易と消費社会 

12. アフリカ植民地 

13. 帝国の文化、芸術 

14. コモンウェルス、まとめ 

 

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

世界史などの基礎知識については、授業内で適宜紹介する概説書や辞書・事典類等を用いて確認すること。授業内で、個別テ

ーマに関する参考文献を紹介するので、関心のあるトピックについて各自深く学んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート（リアクションペーパー）(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合には単位修得不可。コメントシートは、自身の考えや意見を書けているか評価する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントシート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用せず、毎回の授業でレジュメ・資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 今井宏編、1990、『世界歴史体系イギリス史 2 近世』、山川出版社 (ISBN:4634460203) 

2. 松岡健次、木畑洋一編、1991、『世界歴史体系イギリス史 2 近現代』、山川出版社 (ISBN:4634460300) 

3. 川北稔、木畑洋一編、2000、『イギリスの歴史：帝国＝コモンウェルスのあゆみ』、有斐閣 (ISBN:4641121052) 

4. クリストファー・ベイリ編、1994、『イギリス帝国歴史地図』、東京書籍 (ISBN:4487761719 ) 

その他、参考文献は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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■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～2018 年度入学者対象 

 

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、過去に起きた多様な現象や、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。 

 

Through Geography of Japan, the course will foster thought, deepening awareness of various past-world and real-world 

phenomena as we examine Japan’s geography. 

 

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から学ぶ。関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県）と甲信越地方（山梨県、長野県、新潟県）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。 

 

In class, while acquiring the geographical view and way of thinking, we will explore the regional characteristics formed by the 

close relationship between natural phenomena (natural conditions), and humanistic phenomena. We will investigate and compare 

as many case study areas as possible in the Kanto region (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa) and in the 

Koshinetsu region (Yamanashi, Nagano, Niigata). Additionally, there are a large number of case studies for the Kanto region, 

Tokyo (Edo in the early modern era), but we will also investigate the relationship between Tokyo and Saitama and make 

comparison. 

 

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・考え方とについて 

3. レポートの作成方法および、作成における注意点 

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諸産業の役割―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・山梨県における交通体系の現状と課題 

14. 長野県・山梨県における諸産業の役割 

 

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） 

授業の取り組み(40%)/課題(60%) 

※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します）。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (受講状況 25%,レポート点 10%) 

 

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。 
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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。 

 

Having grasped the fundamental thinking behind lifelong learning in relation to social education, we will fully recognize the 

concept the of lifelong learning through understanding various learning opportunities. 

 

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。 

 

The term “lifelong learning" has been widely disseminated and internationally promulgated at the recommendation of UNESCO 

in 1965. In this class, we will explain the concept of lifelong learning, its social meaning, and provide explanations in relation to 

social education. In addition, based on the development of lifelong learning in Canada, we will consider Japan’s lifelong learning 

from a relative perspective. It is important to look at various learning opportunities in order to deepen our concrete 

understanding of the concept of lifelong learning. This section deals with educational and learning activities in specialized 

vocational schools, companies, as well as in voluntary activities. Additionally, using PowerPoint, visitor survey records for both 

overseas and Japan, including images will be introduced in order to deepen general understanding. 

 

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. 中間テストとその講評・まとめ 

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. 最終テストとその講評・まとめ 

 

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 
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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。 

 

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。 

 

Aiming to deepen understanding of lifelong learning based on social requirements, while assuming basic understanding of the 

lifelong learning concept. 

 

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。 

 

The concept of lifelong learning consists of two requirements, personal and social. In this class, we aim to deepen the general 

understanding of the concept of lifelong learning, particularly focusing on the contemporary issues stemming from social 

requirements. Drawing attention to the specific contemporary issues of the “aging society” and “low birth rate society”, we will 

consider the issues that require measures in each society. Through these investigations, we endeavor to develop classes that 

allow students to think about how to live in an “aging society” and a “low birthrate society". 

 

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. 中間テストとその講評・まとめ 

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. 最終テストとその講評・まとめ 

 

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)） 
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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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■IA522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA522／生涯学習支援論１ 

(Study of Policy and Practice for Lifelong Learning 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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習者の多様な特性に応じた学習支援について習得するために、主に学習支援に関する教育理論や効果的な学習支援方法な

どの内容を扱う。さらに、この授業では、ワークライフバランスを取り上げ、学習支援の側面から捉えることによって、地域での生

活や学習活動の充実に対する理解を深めることを目指していく。 

 

In order to learn about learning support corresponding to diverse characteristics of learners, this course mainly introduces 

educational theory and effective learning support methods as to learning support. In addition, this course deals with work-life 

balance in order to understand community life and the enhancement of learning activities from a perspective of learning support. 

 

授業の内容（Course Contents） 

成人学習論、カナダの成人教育、子ども・若者・女性の学習支援、学習支援者の役割、ワークライフバランスと学習支援、などに

ついて取り上げる。基本的には講義形式で行うが、必要に応じてグループワークなど参加型による学習を行う予定である。 

 

The course introduces adult learning theory, adult education in Canada, learning support for children, youth and women, the role 

of learning supporters, work-life balance and learning support and so on. This course will be based on lecture style, but 

participatory learning such as group work will be conducted as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 成人学習論 (1)国際的動向を踏まえて 

3. 成人学習論 (2)アンドラゴジー論 

4. 成人学習論 (3)意識変容の学習 

5. カナダの成人教育 (1)シティズンシップ教育・成人基礎教育・職業教育 

6. カナダの成人教育 (2)学習支援方法に焦点を据えて 

7. さまざまな学習者 (1)子ども・若者の学習支援 

8. さまざまな学習者 (2)女性の学習支援 

9. 学習支援者の役割 (1)社会教育関係職員を中心に 

10. 学習支援者の役割 (2)学習支援方法を中心に 

11. ワーク・ライフ・バランスと生涯学習 

12. ワーク・ライフ・バランスと学習支援 

13. ワーク・ライフ・バランスと地域活動 

14. まとめ（論点の整理と内容補充） 

 

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） 

授業内作成レポート(40%)/リアクションペーパーやミニレポートなど(60%) 

2020.6.2 付変更【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% （授業内ミニレポート・リアクションペーパ

ー(30%) 、参加態度・ディスカッションなどでの授業の貢献度(20%) ） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 堀薫夫著、2018、『生涯発達と生涯学習（第 2 版）』、ミネルヴァ書房 

3. 赤尾勝己編、2004、『生涯学習理論を学ぶ人のために』、世界思想社 

4. パトリシア・クラントン（入江直子・豊田千代子・三輪建二訳）、1999、『おとなの学びを拓くー自己決定と意識変容をめざして』、

鳳書房 
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5. シャラン・メリアム＆ローズマリー・カファレラ（立田慶裕・三輪建二訳）、2005、『成人期の学習ー理論と実践』、鳳書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA523／生涯学習支援論２ 

(Study of Policy and Practice for Lifelong Learning 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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習者の多様な特性に応じた学習支援について習得するために、主に参加型学習の実際とファシリテーション技法の内容や学

習プログラムの編成などの内容を扱う。この授業では、学習者の多様な特性と参加型学習・ファシリテーション技法を意識しなが

ら、地域の課題解決や地域の活性化につながる学習プログラムを作成できるにようになることを目標としたい。 

 

In order to learn about learning support corresponding to diverse characteristics of learners, this course mainly introduced 

participatory learning, facilitation techniques, and the organization of learning programs and so on. The goal of this course is to 

be able to make a learning program that will help to solve community issues and revitalize the community,  focusing on diverse 

characteristics of learners, participatory learning and facilitation techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

プランニングとプログラミング、学習プログラムと調査、学習プログラムとワークショップの企画、参加型学習とファシリテーション技

法、評価について取り上げる。学習プログラムの編成や参加型学習・ファシリテーション技法の内容について、実践的な理解がで

きるよう、必要に応じて演習作業を組み込む。 

 

This course introduces planning and programming, learning programs and surveys, planning of learning programs and workshops, 

participatory learning and facilitation techniques, and evaluation. This course includes exercises as needed in order to provide a 

practical understanding of the learning program organization, participatory learning and facilitation techniques. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. プランニングとプログラミング 

3. 学習プログラムと調査 (1)量的調査 

4. 学習プログラムと調査 (2)質的調査 

5. 学習プログラムの企画 

6. ワークショップの企画 

7. 参加型学習の具体的諸相 

8. ファシリテーション技法の実際 

9. 学習プログラムと評価 

10. 学習プログラムの作成を目指して―先進事例の紹介 

11. 学習プログラムのプレゼンテーション (1)特定の地域に焦点を据えて 

12. 学習プログラムのプレゼンテーション (2)特定のテーマに焦点を据えて 

13. 学習プログラムのプレゼンテーション (3)特定の対象者に焦点を据えて 

14. まとめ（論点の整理と内容補充） 

 

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） 

授業内レポート（20％×3 回）(60%)/リアクションペーパーや課題など(40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業内ミニレポート・リアクションペーパー30%,参加態度・

ディスカッションなどでの授業の貢献度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木眞理・山本珠美・熊谷愼之輔編、2012、『社会教育計画の基礎（新版）』、学文社 

2. 高井正・中村香編、2019、『生涯学習支援のデザイン』、玉川大学出版部 

3. ドナルド・マケイン＆デボラ・デイビス・トビー（香取一昭訳）、2015、『ラーニング・ファシリテーションの基本ー参加者中心の学び
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を支援する理論と実践』、ヒューマンバリュー 

4. 鈴木康久・嘉村賢州・谷口知弘編、2019、『はじめてのファシリテーションー実践者が語る手法と事例』、昭和堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IA524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA524／社会教育経営論１ 

(Adult and Community Education Management 1) 

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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な主体と連携・協働を図りながら、学習成果を地域課題解決や地域学校協働活動等につなげていくための知識及び技能の

習得を図ることを目的として、社会教育行政と地域活性化，社会教育行政の経営戦略、学習課題の把握と広報戦略、社会教育

における地域人材の育成、学習成果の評価と活用の実際、社会教育を推進する地域ネットワークの形成，社会教育施設の経営

戦略等とを修得することを目的とする。 

このような多様な領域と連携は、新たに生まれた「社会教育士」の活躍が期待されている領域であることを学生が理解していただ

き授業に臨んでもらいたい。 

 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・経営の視点から社会教育行政のあり方と地域活性化に果たす可能性を理解する 

・社会教育計画の構造と計画策定の基本を理解する 

・地域課題や学習課題の把握・分析の手法を体得する 

・居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育行政への関心を高める 

 

This course aims to revitalize community and social education administration and to deliver the knowledge and skills required to 

link learning outcomes to joint community and school problem solving activities. Students will also learn social education 

administration, imbibe knowledge of management strategies in cooperation with various stakeholders, actually evaluate local 

public relations strategies, promote social education by forming regional networks, and apply management strategies for social 

education facilities. 

Students will be expected to understand the diversity of areas wherein emergent "social educators" can play active roles. 

 

Thus, the objectives of this course are as follows: 

 

・ to make students understand the role of social education administration and the possibility of regional revitalization from a 

management perspective 

・ to help students apprehend the structure of a social education plan and comprehend the basics of the plan 

・to facilitate students to recognize and analyze local needs and learning tasks 

・ to raise awareness of social education administration in residents and local governments 

 

授業の内容（Course Contents） 

① 社会教育行政とは何か、地域活性化との関係 

② 行政施策の基盤である「計画」の構造 

③ 地域実態の分析と学習課題の把握 

④ 戦略的な立場からの広報 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。（受講者数に応じて展開方法は変更することがある） 

将来、NPO法人を運営するのも良いと思う。ただ、運営の基本がわからなければ、独立は難しい。基本は、行政のあり方を理解

する必要がある。卒業後の進路として民間企業よりも、公務員や教員を検討している学生には、履修を勧めるものである。 

 

The course will incorporate the following points: 

① What is social education administration and how is it related to regional revitalization? 

② The structure of the "plan" that forms the basis of administrative measures 

③ Regional situation analysis and grasp of learning issues 

④ Broad strategic public relations 

 

Since social education is a practical initiative, participatory learning will be encouraged through activities such as workshops and 

group discussions. (The deployment method may change depending on the number of participants.) 

While it is commendable to desire to operate an NPO in the future, a grasp of the basics of management is pivotal to 

independence. Essentially, students must understand how government works. Learners seeking positions as civil servants or 

teachers instead of being employed in private organizations after graduation are encouraged to take this course. 
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授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

（本授業の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 地方自治体・教育委員会の仕組 

3. 社会教育行政と地域活性化 

（1）社会情勢の変化と社会教育行政に求められる役割 

4. 社会教育行政と地域活性化 

（2）多様な主体との協働と連携 

5. 社会教育行政と地域活性化 

（3）地域活性化事例から学ぶ① 

6. 社会教育行政と地域活性化 

（4）地域活性化事例から学ぶ② 

7. 社会教育行政の経営戦略 

（1）「経営」と「戦略」を考える 

8. 社会教育行政の経営戦略 

（2）社会教育計画の意義と構造 

9. 社会教育行政の経営戦略 

（3）社会教育計画の策定から評価までのプロセス 

10. 社会教育行政の経営戦略 

（4）PDCAの視点から社会教育事業を捉える 

11. 学習課題の把握と広報戦略 

（1）地域課題をどのように把握と分析 

12. 学習課題の把握と広報戦略 

（2）地域課題と学習課題 

13. 学習課題の把握と広報戦略 

（3）メディアと特性と社会教育の広報 

14. 「社会教育経営論１」のふり返りと「社会教育経営論２」に向けて 

 

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

演習の準備等で事前に情報を収集してもらうことがある。 

 

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、アンケート、双方向の様子(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (演習の評価 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

※講義の順序や内容は変更になることがある 

 

注意事項（Notice） 
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■IA525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IA525／社会教育経営論２ 

(Adult and Community Education Management 2) 

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） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な主体と連携・協働を図りながら、学習成果を地域課題解決や地域学校協働活動等につなげていくための知識及び技能の

習得を図ることを目的として、社会教育行政と地域活性化，社会教育行政の経営戦略、学習課題の把握と広報戦略、社会教育

における地域人材の育成、学習成果の評価と活用の実際、社会教育を推進する地域ネットワークの形成，社会教育施設の経営

戦略等とを修得することを目的とする。 

このような多様な領域と連携は、新たに生まれた「社会教育士」の活躍が期待されている領域であることを学生が理解していただ

き授業に臨んでもらいたい。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・社会教育推進のための地域人材の重要性を理解する。 

・学習成果の評価及び活用とその支援方策について理解する。 

・地域におけるネットワークの形について理解する。 

・地域の活動支援のための知識及び技術を身につける。 

・居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育行政への関心を高める 

 

This course aims to revitalize community and social education administration and to deliver the knowledge and skills required to 

link learning outcomes to joint community and school problem solving activities. Students will also learn social education 

administration, imbibe knowledge of management strategies in cooperation with various stakeholders, actually evaluate local 

public relations strategies, promote social education by forming regional networks, and apply management strategies for social 

education facilities. 

Students will be expected to understand the diversity of areas wherein emergent "social educators" can play active roles. 

 

Thus, the objectives of this course are as follows: 

 

・ to make students understand the role of social education administration and the possibility of regional revitalization from a 

management perspective 

・ to help students apprehend the structure of a social education plan and comprehend the basics of the plan 

・to facilitate students to recognize and analyze local needs and learning tasks 

・ to raise awareness of social education administration in residents and local governments 

 

授業の内容（Course Contents） 

① 地域人財に求められる力とは何か、社会教育でどのように育むか 

② 学習成果としての地域ネットワーク形成 

③ 地域と学校の協働を柱とした地域ネットワーク形成 

④ 社会教育施設経営の様々な形態・仕組み 

⑤ 事業経費を生みだす仕組み 

等を柱に授業を展開していく。 

 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。（受講者数に応じて展開方法は変更することがある） 

将来、NPO法人を運営するのも良いと思う。ただ、運営の基本がわからなければ、独立は難しい。基本は、行政のあり方を理解

する必要がある。卒業後の進路として民間企業よりも、公務員や教員を検討している学生には、履修を勧めるものである。 

 

This course highlights the following ideas: 

① What authority is needed to foster local human resources and how they can be nurtured through social education 

② Regional network formation as a learning outcome 

③Formation of regional networks centered on the cooperation between the region and its schools 

④Different forms and management mechanisms in social education facilities 

⑤A system generating operational funds for NPOs 

 

Since social education is a practical initiative, participatory learning will be encouraged through activities such as workshops and 

group discussions. (The deployment method may change depending on the number of participants.) 
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While it is commendable to desire to operate an NPO in the future, a grasp of the basics of management is pivotal to 

independence. Essentially, students must understand how government works. Learners seeking positions as civil servants or 

teachers instead of being employed in private organizations after graduation are encouraged to take this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

（本授業の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 社会教育における地域人材育成 

（1）人材育成と地域活動支援をつなぐ 

3. 社会教育における地域人材育成 

（2）コーディネーターの必要性と役割 

4. 社会教育における地域人材育成 

（3）実践事例から学ぶ 

5. 学習成果の評価 

（1）評価の意義と評価 

6. 学習成果の評価 

（2）学校の評価と社会教育の評価の違い 

7. 地域ネットワークの形成 

（1）連携・協働 

8. 地域ネットワークの形成 

（2）学校教育と地域の連携 

9. 地域ネットワークの形成 

（3）多様な主体による協働の実践事例から学ぶ 

10. 社会教育施設の経営 

（1）：社会教育施設経営とその目標達成 

11. 社会教育施設の経営 

（2）：指定管理者制度と評価 

12. 社会教育施設の経営 

（3）：社会教育事業とクラウドファンディング 

13. 「社会教育士」として私ができることを考える 

14. 「社会教育経営論１・２」のふり返り 

 

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

演習では準備のために事前に情報収集してもらうことがある。 

 

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、アンケート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)  70 ％ ,平常点(In-class Points) 30 ％（演習の評価(30%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

※講義の順序や内容は変更になることがある  

 

授業配信日時は、以下の金曜日１限とする。 

第１回： ９／２５ 

第２回： １０／２ 

第３回： １０／９ 

第４回： １０／１６ 

第５回： １０／２３ 

第６回： １０／３０ 

第７回： １１／６ 

第８回： １１／２０ 

第９回： １１／２７ 

第１０回： １２／４ 

第１１回： １２／１８ 

第１２回： １／８ 

第１３回： １／１５ 
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第１４回： １／２２ 

 

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） 
変動する社会と社会福祉 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO 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） 

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） 

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

・ 福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解する。 

・ 福祉政策の課題について理解する。 

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

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

・ 相談援助活動と福祉政策との関係について理解する。 

 

・Understand the meaning and philosophy of the welfare system in modern society and its relationship to welfare policy. 

・Understand theory and philosophy of the principles of welfare. 

・Understand the issues of welfare policy. 

・Understand the components of welfare policy (including the roles of government, market, family and individuals in relation to 

welfare policy). 

・Understand the relationship between welfare policy and related policies (including education, housing, and labor policies). 

・Understand the relationship between social work and welfare policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、社会福祉を学ぶ上での基礎となる科目である。日本社会の変容過程と現在の姿を理解し、社会福祉がどのような理

念や体系で提供され、そこにある課題は何かを検討する。 

なお、理解度・進捗状況によって授業計画には変更がありうる。 

 

This is a basic subject in the study of social welfare. Understand the transformation process and current state of Japanese 

society, and the kind of concepts and systems offered by social welfare. Consider the issues that arise as a result. 

The class plan may change depending on the students' level of understanding and progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―本授業の目標・進め方・留意事項 

2. 福祉制度の概念と理念 

3. 福祉の原理 

4. 前近代社会と福祉 

5. 近代社会と福祉 

6. 現代社会と福祉 

7. 需要・ニーズ・資源 

8. 福祉政策と社会問題 

9. 福祉政策におけるアクター（政府・市場・サードセクター・国民【家族】） 

10. 福祉の供給部門 

11. 福祉政策と関連政策 

12. 相談援助活動と福祉政策の関係 

13. 社会福祉の国際比較 

14. 社会福祉のこれから（授業のまとめ） 

 

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

事前学修：授業終了時に次回の範囲について説明する。厚生労働省の HPや新聞・参考文献等を用いて事前学習を行うこと 

事後学修：授業終了時にその回で扱った範囲が下記参考書のどこに該当するのか説明するので、事後学修を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題①(33%)/授業内課題②(33%)/授業内課題③(34%) 

1/3 以上欠席した場合は単位を認定しない。その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 
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【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。下記参考文献等からレジュメを作成して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会、2014、『現代社会と福祉（第４版）』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-3931-7) 

2. 駒村 康平・ほか、2015、『社会政策ー福祉と労働の経済学』、有斐閣 (ISBN:978-4641220584) 

3. 武川正吾、2011、『福祉社会ー包摂の社会政策』、有斐閣 (ISBN:978-4641124066) 

4. 岩田正美・ほか、2013、『社会福祉入門 改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4641124974) 

5. 岩田正美・ほか、2016、『社会福祉への招待』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595316197) 

6. 筒井淳也、2015、『仕事と家族ー日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』、中央公論新社 (ISBN:978-4121023223) 

7. 埋橋孝文、2015、『社会福祉の国際比較』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595315558) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義が中心となるが、必要に応じて映像資料を用いる。またグループワークを通したディスカッション・発表も適宜行う。授業ごと

にリアクションペーパーを配布し、次回の授業でフィードバックする。 

・その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 

 

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） 
変動する社会と社会福祉 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO 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） 

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

・ 福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解する。 

・ 福祉政策の課題について理解する。 

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

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

・ 相談援助活動と福祉政策との関係について理解する。 

 

・Understand the meaning and philosophy of the welfare system in modern society and its relationship to welfare policy. 

・Understand theory and philosophy of the principles of welfare. 

・Understand the issues of welfare policy. 

・Understand the components of welfare policy (including the roles of government, market, family and individuals in relation to 

welfare policy). 

・Understand the relationship between welfare policy and related policies (including education, housing, and labor policies). 

・Understand the relationship between social work and welfare policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、社会福祉を学ぶ上での基礎となる科目である。日本社会の変容過程と現在の姿を理解し、社会福祉がどのような理

念や体系で提供され、そこにある課題は何かを検討する。 

なお、理解度・進捗状況によって授業計画には変更がありうる。 

 

This is a basic subject in the study of social welfare. Understand the transformation process and current state of Japanese 

society, and the kind of concepts and systems offered by social welfare. Consider the issues that arise as a result. 

The class plan may change depending on the students' level of understanding and progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―本授業の目標・進め方・留意事項 

2. 福祉制度の概念と理念 

3. 福祉の原理 

4. 前近代社会と福祉 

5. 近代社会と福祉 

6. 現代社会と福祉 

7. 需要・ニーズ・資源 

8. 福祉政策と社会問題 

9. 福祉政策におけるアクター（政府・市場・サードセクター・国民【家族】） 

10. 福祉の供給部門 

11. 福祉政策と関連政策 

12. 相談援助活動と福祉政策の関係 

13. 社会福祉の国際比較 

14. 社会福祉のこれから（授業のまとめ） 

 

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

事前学修：授業終了時に次回の範囲について説明する。厚生労働省の HPや新聞・参考文献等を用いて事前学習を行うこと 

事後学修：授業終了時にその回で扱った範囲が下記参考書のどこに該当するのか説明するので、事後学修を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題①(33%)/授業内課題②(33%)/授業内課題③(34%) 

1/3 以上欠席した場合は単位を認定しない。その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 
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【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。下記参考文献等からレジュメを作成して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会、2014、『現代社会と福祉（第４版）』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-3931-7) 

2. 駒村 康平・ほか、2015、『社会政策ー福祉と労働の経済学』、有斐閣 (ISBN:978-4641220584) 

3. 武川正吾、2011、『福祉社会ー包摂の社会政策』、有斐閣 (ISBN:978-4641124066) 

4. 岩田正美・ほか、2013、『社会福祉入門 改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4641124974) 

5. 岩田正美・ほか、2016、『社会福祉への招待』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595316197) 

6. 筒井淳也、2015、『仕事と家族ー日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』、中央公論新社 (ISBN:978-4121023223) 

7. 埋橋孝文、2015、『社会福祉の国際比較』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595315558) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義が中心となるが、必要に応じて映像資料を用いる。またグループワークを通したディスカッション・発表も適宜行う。授業ごと

にリアクションペーパーを配布し、次回の授業でフィードバックする。 

・その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 

 

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） 

西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

三宅 雄大(MIYAKE YUDAI) 

長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

岡 桃子(OKA MOMOKO) 

田中 悠美子(TANAKA YUMIKO) 

飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

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） 
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。 

 

Students make use of fundamental learning skills acquired from university in Basic Seminar to learn about the various activities 

being developed in the practice of social welfare. This forms the basis for future studies in the Department of Social Work. 

 

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３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回にまとめを基礎演習のクラスにて行う。 

 

1) Classes 1 to 2 are conducted in a basic seminar class. 

By sharing volunteer interview experiences during summer vacation assigned in Basic Seminar, students will understand the 

meaning and method of learning in the field. 

2) Classes 3 to 13 are conducted as joint classes. 

3) In Class 3, students learn about course structure and academic learning methods. 

4) In Classes 3 to 13, full-time teachers of Department of Social Work lecture on their area of specialization. 

5) Class 14 is a summary of the course in Basic Seminar. 

 

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・方法の理解 

福祉学科専任教員による講義 

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） 
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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。 

 

Think about and prepare for independent learning at university. Master basic learning skills. Understand the features and 

expertise of the department, and consider its future design. 

 

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。 

 

An academic adviser (teacher) takes 20-25 people. 

Each academic adviser develops their lectures to make the most of their expertise to achieve the above goals. Students are 

expected to participate and study for themselves in order to do the following. 

1) To facilitate your start at Rikkyo University in university life, learn about the university, make friends and gain a sense of 

belonging. 

2) Deepen your understanding of basic learning techniques (how to study independently, report writing, discussions, 

presentations, etc.) and learn to use the various functions of the university for yourself, such as the library and media center. 

3) After understanding the features of the faculties and departments, you will be able to plan your studies for the next four 

years and think about what you will do after graduation. 

 

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。 
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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） 
田中 悠美子(TANAKA YUMIKO)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） 

相談援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術に

ついて、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

① 総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な相談援助事例を体系的にとりあげること。 

② 個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面の訪問を中心とする演習形態により行うこと。 

 

Understand the relationship between social work knowledge and skills and other subjects.Students will acquire practical skills 

and develop the ability to conceptualize, theorize, and organize them as specialized assistance techniques.(1) Systematically 

study cases of consultation and assistance related to comprehensive assistance and the foundation for community welfare. 

(2) Provide individual and group guidance. And, it visits the practice field of the social welfare. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業は、学科の必修科目である。また、社会福祉士国家試験指定科目であり、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。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づける。 

 様々なフィールドワークに積極的に参加し、その現場で展開している実践活動に参加するための準備と、振り返りを共有する。 

 

This course is a mandatory subject for the department. This is a designated subject for the national certified social worker 

examinations and is essential for students who wish to acquire a national social welfare qualification and take the "social work 

assistance techniques on-site practicum” course. This class is positioned as preparation learning for the social work assistance 

techniques on-site practicum planned for next year. 

 Actively participate in various fieldwork activities, share preparations and reflections for participating in practical activities 

developed in the field. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（各プログラムの説明と注意事項） 

2. 現場訪問、体験学習の準備と問題意識の共有化 

3. 社会福祉専門職として求められる自己理解、自己覚知 

4. 基本的なコミュニケーション技術の習得 

5. 課題別の相談援助事例を活用した包括的援助の実践的習得（１） 社会的排除等 

6. 課題別の相談援助事例を活用した包括的援助の実践的習得（２） 虐待（児童・高齢者）等 

7. 課題別の相談援助事例を活用した包括的援助の実践的習得（３） 家庭内暴力（DV）等 

8. 課題別の相談援助事例を活用した包括的援助の実践的習得（４） 低所得者・ホームレス等 

9. 課題別の相談援助事例を活用した包括的援助の実践的習得（５） 障害者等 

10. 課題別の相談援助事例を活用した包括的援助の実践的習得（６） その他の危機状態にある相談援助事例（権利擁護活動

を含む）等 

11. フィールドワーク（１） 

12. フィールドワーク（２） 

13. まとめの学習（準備） 

14. まとめの学習（総括発表） 

 

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） 

出席及び受講態度、授業参加度(60%)/期末最終レポートの提出(40%) 

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） 
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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)） 

担当者：赤畑淳、岡桃子、岡田哲郎、尾川勇、唐木理恵子、杉山明伸、田中悠美子、中川謙夫、福本麻紀、三宅雄大 

 

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。 

 

This subject is one of a group of subjects for deepening the understanding of theory, system, and services required for social 

workers specializing in interpersonal support. How do we recognize children as rights-bearers and support their growth and 

development in society? Learn about the historic development of child welfare and acquire the knowledge required to 

understand children’s problems and family issues in modern society. In addition, the course aims to foster students’ basic ability 

to carry out social work through learning about laws and institutional systems and the practicalities of support services.   

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会にける子ども・子育て家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要（ひとり親家庭、児童虐待及び家庭内暴力、

地域における子育て支援及び青少年育成の実態等）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。   

 

Study the living conditions of children and families raising children in modern society and the social conditions surrounding them, 

based on demand for welfare (including single-parent families, child abuse and domestic violence, regional support for child care 

and youth development), and learn about the significance and practice of child welfare from the perspective of securing 

children's rights. Consider in-depth the law and institutional systems, implementation structures, leaders of services and their 

specialties from a variety of perspectives.  

 

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 

4. 児童福祉に関わる法律と制度体系（１） 

5. 児童福祉に関わる法律と制度体系（２） 

6. 児童福祉に関わる法律と制度体系（３） 

7. 子ども虐待の現状と子ども家庭福祉 

8. 社会的養護の体系と支援策 

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家庭・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. 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 

13. 就学前児童の保育・教育 

14. 子ども家庭福祉サービスの担い手とその専門性 

 

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、随時、授業内で提示する。日常的に、子ども、子育て家庭をめぐる制度の現状や事件の背景な

どを新聞や記事などを通して把握し、求められる社会的対応を考察すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小レポートの内容(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席及び毎回のリアクションペーパー25%,中間レポート 25%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 社会福祉士養成講座編集委員会、2019、『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 第 7 版（新・社会福祉士養成講

座）』、中央法規出版 (ISBN:978-4805858097) 

 

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 

 

Understand a basic view of the practice of child well-being (social work related to children's home welfare) 

・Understand the diversity of family and bringing up children 

・Gain a perspective on supporting children's lives 

 

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。 

 

Handle various problems arising in relation to children and the home and the support of these problems. 

In particular, learn that there are diverse families and ways of bringing up children, focusing on the area of social care. Among 

these, consider the principles of supporting lives based on listening to feedback from the parties concerned.  

The course mainly takes the form of lectures, but incorporates video materials, group work, and discussions, as required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「家族」とはどのような存在か 

・「家族」のもつイメージについて考えるとともに、多様な家族観があることを学ぶ 

2. 児童福祉実践（ソーシャルワーク）の基本的視座 

・児童家庭ソーシャルワークの基本的視座（特にエンパワメント、多様性の尊重、ダメージモデルとレジリエンス）について理

解する 

3. 子どもの権利条約にもとづく子ども観 

・子どもの権利条約について学び、権利の主体としての子ども観を獲得する・子どもを主体としたミーティングの取り組みを

中心に、子どもの意見を聞くこと、参画することについて学ぶ 

4. 子ども虐待への対応と保護者支援１：虐待の背景と虐待対応の仕組み 

・子ども虐待問題について学び、虐待問題を抱える保護者の実際を理解する 

・日本の子ども保護制度におけるソーシャルワークを学ぶとともに、米国等の制度との違いを理解する 

5. 子ども虐待への対応と保護者支援２：「特定妊婦」・予防的支援 

・子育て環境の実際を理解し、特定妊婦に対する予防的関わり等の子育てを支えるソーシャルワークを学ぶ 

6. 社会的養護のかたち１：施設型養育 

・家族の分離を必要とした場合の代替養育（社会的養護）のうち、施設養育の実践を学び、子どもと家族を支えるソーシャル

ワークを理解する 

7. 社会的養護のかたち２：里親養育 

・代替養育のうち家庭養育の様子を学ぶ。また、地域で生活をともにする中でのソーシャルワークを学ぶ 

8. 社会的養護のかたち３：養子縁組と知る権利の保障 

・里親制度と（特別）養子縁組制度との違いを理解するとともに、真実告知（テリング）の実際を学ぶ 

9. 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 

・社会的養護のもとで育った若者の進路や措置解除後の生活の状況を理解する 

10. 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 

・代替養育による「生活の分断」を理解し、生い立ちの整理やライフストーリーワークなどの人生つなぐ取り組みとその重要

性を学ぶ 

11. 当事者の声を聴く１：インタビューから経験を読みとく 

・社会的養護のもとで育った若者の経験を、手記やインタビュー記事から読み解き、「家族観」「大切にしてきたこと」などをま

とめる 

12. 当事者の声を聴く２：ストーリーの共有 

・第 11 回でまとめた内容をグループで共有し、「社会的養護のもとで育つ」ということについて、当事者の声を中心に理解す
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る 

13. 当事者の声を聴く３：社会的養護領域での当事者参画を考える 

・社会的養護領域における当事者参画の取り組みを学ぶ 

14. まとめ：家族・育ちの多様性と人生を支える支援のあり方 

・子どもと家庭の人生を支える児童家庭ソーシャルワークについて総括を行う 

 

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)(50%)/授業への参加・コメント(20%)/中間レポート(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」』、明石書店 (ISBN:4750345954) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
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） 

社会福祉における家族支援では、支援者が自身の家族観を意識化し柔軟性を高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た上で，家族福祉の意義を理解

し、家族のありかたについて考察を深めることを目標とする。 

 

In terms of supporting the family for social welfare, helpers should form a consciousness of the view of the family and have an 

attitude of improving flexibility. It is important to have a perspective that captures the family in relation to the structure of 

society. The aim of the course is to understand the significance of family welfare and to deepen the consideration of family 

principles after understanding different aspects and welfare needs of diversified modern families. 

 

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、事例を中心に家族福祉の

実際について考察していく。 

 

Based on the welfare needs of the modern family, students will consider the practice of family welfare while reviewing their own 

family image. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 家族の定義と機能 

2. 自身の家族像 

3. 多様化する現代家族と福祉ニーズ 

4. 家族福祉の歴史と課題 

5. 家族支援の対象と方法（１） 

6. 家族支援の対象と方法（２） 

7. 家族支援の資源 

8. 家族支援の展開 

9. 事例から見る家族支援①（高齢者虐待・認知症高齢者等） 

10. 事例から見る家族支援②（障害・アルコール依存症等） 

11. 事例から見る家族支援③（ひとり親家庭・児童虐待等） 

12. 事例から見る家族支援④（ヤングケアラー） 

13. 家族福祉の展望 

14. 総括 

 

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） 

授業参加度・リアクションペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(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。 2020.5.18 付変更【変更前】平常点 100％ 授業参加度・リアク

ションペーパー（60％）、最終テスト（40％） 

 

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)） 
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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。 

 

Understand assistive technology which is important for the lifestyles of the elderly and people with disabilities. 

Acquire a wide range of basic knowledge, from widely used equipment to the application of advanced technology. 

 

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。 

 

Lectures are organized on a wide range of fields, including equipment used by people with disabilities, tools used at home by 

elderly people with reduced physical strength, accessibility of information devices, barrier free and universal design. 

Students will fill out a feedback form on each session to summarize their opinions and deepen their own reflections. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：福祉機器とは。高齢者，障害者の状況 

2. 運動機能の補助（義肢、装具、機能的電気刺激） 

3. 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） 

4. 内部障害のための機器（循環系人工臓器、代謝系人工臓器） 

5. 日常生活活動（ADL)とは。起居の支援機器（ベッド等） 

6. 移動の支援機器（歩行器や車いす、リフト等） 

7. 入浴・排泄の支援機器（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、趣味やスポーツ等） 

9. コミュニケーション支援、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，アクセシブルデザイン（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し，理解すること

が目標です。 

 

This subject is appropriate for the Certified Social Worker course, “Theory and Methods of Social Work”. The goal is to consider 

and understand the social work practice provided by social workers. 

 

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。 

 

After outlining the ways of thinking, content and methods of practicing social work, the course introduces locations for the 

practice of social work according to the theme of each session. Based on this, students will consider what the social work 

practice provided by social workers actually is. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ソーシャルワーカーの相談援助とは何か 

2. 相談援助の対象 

3. 社会福祉サービスと援助活動 

4. 相談援助の目的と価値 

5. 相談援助の原則 

6. 自己決定・エンパワメント 

7. 相談援助の過程 

8. 相談援助の方法：直接援助 

9. 相談援助の方法：間接援助 

10. 相談援助の方法：関連技術 

11. 相談援助の課題：契約・記録・評価 

12. 相談援助の課題：チームアプローチ 

13. 相談援助の課題：社会資源活用 

14. 相談援助の課題：生活支援 

 

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

日常的に新聞・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授業に臨み，受講後，講義内容と照らし

合わせるなどで，授業外に計 60 時間以上の学修を行うように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (中間レポート 2 回 20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可 

 

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)） 
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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。精神保健福祉士が行う相談援助の対象と相談

援助の概要について理解することが目標です。 

 

The subject is appropriate for the Psychiatric Social Worker course, “Basics of Social Work Profession in Mental Health

（Advanced）”. The goal is to understand the target persons and the substance of social work practice provided by psychiatric 

social workers. 

 

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，精神保健福祉士が行う相談援助，関連する専門職，権利擁護，多職種連携等について理解を深めていただ

きます。 

 

After outlining the ways of thinking, content and methods of practicing psychiatric social work, the course introduces locations 

for the practice of social work according to the theme of each session. Based on this, students will deepen their understanding 

of the social work practice provided by psychiatric social workers, related professions, advocacy, interprofessional collaboration 

and so on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健福祉士が行う相談援助とは 

2. 相談援助の対象 

3. 相談援助の目的と価値 

4. 相談援助の原則 

5. 相談援助の過程 

6. 相談援助の方法（直接援助） 

7. 相談援助の方法（間接援助等） 

8. 精神保健福祉サービスの概要 

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） 

 

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

日常的にニュース・新聞・参考書などを通して精神保健福祉領域の実態を知るように努めて授業に臨み，受講後，講義内容と照

らし合わせるなどで，授業外に計 60 時間以上の学修を行うように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (中間レポート 2 回 20%) 

 

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。 
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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） 
神谷 瑞恵(KAMITANI MIZUE) 

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） 

①介護の現場や対象について具体的にイメージできる。 

②介護の現状や今後について自分の意見が述べられる。 

 

1) Specific examples are considered of the location and subject of care. 

2) Opinions are given about the present condition and the future of care. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①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。 

②介護活動の現場について DVD などで紹介し、具体的なイメージ化につなげる。 

 

1) The course format is mainly based on lectures about basic care knowledge and a summary of techniques. 

2) Care activity locations are introduced using materials, such as DVDs. These are then linked with specific examples. 

3) Through group work, students gain an opportunity to think about nursing care, and to summarize their opinions on nursing 

care. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・イントロダクション（介護とは） 

2. 介護の概念（歴史）・理念の理解 

3. 介護対象者の理解 

4. 介護活動の場の理解 

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. 認知症とは 

8. 認知症のケア 

9. 終末期とは 

10. 終末期のケア 

11. 介護過程の展開技法について 

12. まとめ 

13. なし 

14. なし 

 

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

介護分野で興味がある書籍（認知症・終末期・介護問題など）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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(20%)/課題(10%) 

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。【変更前】筆記試験 50％、平常点

50%（授業・グループワーク参加態度:30%、コメントカード【出席票】:20%） 

【変更前】レポート試験(Report Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー（課題）30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に教示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要な資料は、授業時に適宜配布する 
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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) 

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） 
CMB1230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高齢化社会へ進んで行く日本社会において，多くの人が複数の病気を併せ持つことが多くなる．そのため，社会福祉士における

医学的な知識の必要性は，今後さらに増加していくであろう．社会福祉士がソーシャルワークやケアマネジメントを行う上で必要と

なる医学の基本的な知識，心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について理解する． 

 

In the Japanese society which advances to an aging society, many people often have multiple diseases. Therefore, it is 

important for social workers to get medical knowledge   in the future. You should understand basic knowledge of medicine, 

social and mental function, body structure, and outline of various diseases and disorders required for social workers to perform 

social work and care management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

医学的な知識を学ぶにあたり，その基盤となる知識としてヒトの発生学，解剖学や生理学がある．それらを理解したうえで，循環

器，内分泌，呼吸器，消化器や泌尿器などの疾病について簡単に紹介する．また，身体的な障害や精神的な障害に関して，その

定義や関連する疾患と評価について紹介する． 

 

You should understand medical knowledge; the underlying knowledge is human embryology, anatomy and physiology. After your 

understanding this knowledge, I will briefly introduce cardiovascular, endocrine, respiratory, digestive and urinary diseases. In 

addition, I also introduce the definition of some physical and mental disorders.. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 身体と精神の成長・発達 

3. 身体構造の概要-ヒトの各部位の名称- 

4. 各器官の構造と機能（循環器，内分泌） 

5. 各器官の構造と機能（呼吸器，血液，腎泌尿器） 

6. 各器官の構造と機能（骨関節，眼，神経他） 

7. 健康状態と生活機能低下 

8. 健康とは 

9. 疾病（悪性腫瘍，生活習慣病，先天性疾患，精神疾患，難病） 

10. さまざまな障害１（視覚，聴覚，肢体不自由） 

11. さまざまな障害２（認知症，発達障害，精神障害など） 

12. 国際生活機能分類とは 

13. リハビリテーションの概念 

14. まとめ 

 

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

授業中に提示する課題により予習と復習を行う予定がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

原則として毎授業内に行う習熟度テスト（Blackboard 使用します）(80%)/リアクションペーパー(20%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、原則として１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (毎授業時に課される小レポートの評価 35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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

業の授業中とする予定である．したがって，毎週授業中に携帯電話などで Blackboard へのアクセスが必要となるが，もし授業中

にアクセス不可の場合には，授業中に申し出ること． 

 

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ブ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。 

 

Acquire basic knowledge on developmental disorders and learn about current support for these. Furthermore, gain an 

understanding on the principles of inclusive support and education. In addition, whatever one’s point of view, whether citizen, 

friend, family member, supporter, policymaker, colleague in the workplace or manager, develop a basic knowledge that can be 

applied whenever necessary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

知的障害、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、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。 

 

Lectures are given on the basics of understanding and support for topics such as intellectual disability, autism spectrum 

disorder, attention deficit/hyperactivity disorder, learning disabilities. In recent years, questions have been raised once again 

over the means of understanding disability and the principles of support. This course will also cover these trends. 

 

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（知的発達症） 

4. 自閉スペクトラム症（自閉症） 

5. 自閉スペクトラム症（アスペルガー障害） 

6. 注意欠如・多動症と学習障害 

7. 脳機能障害説を読み解く 

8. 発達障害の方の育ちと生活の実際 

9. 乳幼児期の支援（子育て支援との融合） 

10. 学童期の支援（インクルーシブ教育） 

11. 青年期以降の支援 1（相談支援と権利擁護） 

12. 青年期以降の支援 2（生活支援と就労支援） 

13. 家族が語る育ちと生活のリアリティ 

14. まとめ 

 

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

「公認心理師・臨床心理士のための発達障害論」（学苑社）を使いながら授業を進める。必ず手元に置いて授業の進行に合わせ

て読み込んでいくこと。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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(25%)/中間レポート（調べ学習）(25%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席および授業参加度 40%,小レポート 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山崎晃史編著、2019、『公認心理師・臨床心理士のための発達障害論』、学苑社 (ISBN:978-4-7614-0804-6) 

 

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) 
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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） 
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■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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ソーシャルワーク 

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（国際ソーシャルワーカー連盟 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理解し、現代社会における問題への視点を養うとともに、今後の実習領域選択、進路について考える 

 

Based on the definition of social work (International Federation of Social Workers 2014), understand the philosophy, values, 

target subjects, scope, methodology and history of social work. In addition to developing a perspective on issues in modern 

society, these lectures will discuss future choices in areas of practice. 

 

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、相談

援助（ソーシャルワーク）概念・理念・価値・対象・範囲・方法・役割などを掘り下げて学ぶ。さらに、専門職の概念、専門職倫理、

総合的かつ包括的な援助と他職種連携の意義と内容について学ぶ。 

 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科目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、2 年次以降の領域別の学びや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。 

 

This is a course that corresponds to the certified social worker designated subject, “Basis of Counseling Support and its 

Professional Practice.” 

This subject forms the basis for learning social work at university in the future. Based on the definition of social work (IFSW 

2000, 2014), learn about the philosophy, values, target subjects, scope, methodology and history of social work. 

 Compare and learn about the social work education practiced by the College of Community and Human Services and the 

system. Consider one’s goals and the directions of learning, and learn how to consider this in connection with area-based 

learning and practical training after the second year. 

 

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（権利擁護を含む） 

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、その役割と意義 

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 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/課題提出(30%) 

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貰い、次回振り返りを行う。リアクションペーパーは最

終回に返却する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 
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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） 

課題を指示し、授業時間外に作成し提出させる。 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活をとらえる視点とソーシャルワークの関係 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

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） 

・ 相談援助の概念と範囲について理解する。 

・ 相談援助の理念について理解する。 

・ 相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解する。 

・ 総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義と内容について理解する。 

 

・Understand the concept and scope of social work. 

・Understand the principles of social work. 

・Understand the concept and scope of professions related to social work and professional ethics. 

・Understand the meaning and content of total and comprehensive assistance and multi-sectoral collaboration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、ソーシャルワーク論１に続く科目であり、ソーシャルワークの基盤となる科目である。ソーシャルワーク論１の内容を踏

まえ、ソーシャルワークの対象となる生活をとらえる視点を理解したうえで、ソーシャルワークがどのような理念・対象・範囲で提供

されているのかを検討する。 

なお、理解度・進捗状況によって授業計画には変更がありうる。 

 

This lecture follows Social Work 1 and is the subject that forms the foundation for social work. Based on the contents of Social 

Work 1, understand the perspectives by which a life becomes the subject of social work, and consider the philosophy, targets 

and scope of the provision of social work. 

The class plan may change depending on the students' level of understanding and progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―本授業の目標・進め方・留意事項 

2. 相談援助の概念と範囲 

3. 相談援助の理念①―自立概念の変遷 

4. 相談援助の理念②ノーマライゼーション・社会的包摂 

5. 相談援助に係る専門職の概念と範囲①－福祉行政等 

6. 相談援助に係る専門職の概念と範囲②－民間施設 

7. 相談援助に係る専門職の概念と範囲③－諸外国の動向 

8. 専門職倫理と倫理的ジレンマ―倫理綱領 

9. 相談援助の形成過程―慈善組織協会 

10. 地域福祉の展開－総合的かつ包括的な援助の理念と展開） 

11. 事例に基づく相談援助の実際①―福祉事務所 

12. 事例に基づく相談援助の実際②―民間支援団体（NPO） 

13. 事例に基づく相談援助の実際③―母子生活支援施設 

14. 事例に基づく相談援助の実際④―社会福祉協議会 

 

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

事前学修：授業終了時に次回の範囲について説明する。厚生労働省の HPや新聞・参考文献等を用いて事前学習を行うこと 

事後学修：授業終了時にその回で扱った範囲が下記参考書のどこに該当するのか説明するので、事後学修を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト①（授業内課題①）(30%)/中間テスト②（授業内課題②）(40%)/中間テスト③（授業内課題③）(30%) 

1/3 以上欠席した場合は単位を認定しない。その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 

【変更前】レポート試験(Report Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 金子絵里乃・後藤広史 編、2016、『ソーシャルワーク』、弘文堂 (ISBN:978-4335002182) 

教科書は授業の後半で使用する（詳細は初回の授業で説明する） 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会、2015、『相談援助の基盤と専門職 第 3 版』、中央法規出版 (ISBN:978-4805851029) 

2. 稲沢公一・岩崎晋也、2014、『社会福祉をつかむ 改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4641177215) 

3. 本多 勇・木下大生・後藤広史・ほか、2009、『ソーシャルワーカーのジレンマ』、筒井書房 (ISBN:978-4887205802) 

4. 木下大生・後藤広史・本多勇・ほか、2015、『ソーシャルワーカーのジリツ』、生活書院 (ISBN:978-4865000474) 

5. 後藤広史・木村淳也・荒井浩道・ほか、2017、『ソーシャルワーカーのソダチ』、生活書院 (ISBN:978-4865000702) 

6. 宮本節子、2013、『ソーシャルワーカーという仕事』、筑摩書房 (ISBN:978-4480688941) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義が中心となるが、必要に応じて映像資料を用いる。またグループワークを通したディスカッション・発表も適宜行う。授業ごと

にリアクションペーパーを配布し、次回の授業でフィードバックする。 

・その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 

 

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。（社会福祉士国家試験合格を目指します。） 

 

Understanding the policy philosophy, the history of theory, as well as an overview of representative theories and policy issues 

concerning the welfare policies that form the basis of social welfare as a system. 

 

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。 

 

Lectures on welfare policy and the welfare state that drives the system of social welfare. In this lecture, we examine what 

welfare policy is, and how it has been defined, examine issues and trends in future welfare policy, while investigating 

representative welfare policy theories in Japan and other countries. 

 

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と福祉理論（慈善事業・社会事業と政策） 

7. 黎明期の福祉政策理論（大河内・考橋・岡村） 

8. 社会事業本質論争と政策論／運動論的社会福祉論 

9. 社会福祉経営論と福祉改革期の政策理論 

10. 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と福祉理論 

11. 地域福祉論の台頭と福祉政策理論 

12. 新しい福祉政策理論の挑戦／厚生経済学と福祉 

13. 福祉国家の興亡と福祉国家論 

14. 福祉国家の比較検討と２１世紀の福祉国家の展望 

 

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） 

レポート試験(Report 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 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席及び授業態度 30%,リアクションペーパー10%) 

 

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してください。（2016 年度から社会福祉士
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国家試験受験を想定した専門科目として位置づけられています。） 

 

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） 
丸山 美保(MARUYAMA MIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 

福祉学科生用 

他学部・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉領域において必要とされる基本的な心理学理論と心理学的援助技法について学ぶ 

 

Learn basic psychological theory and psychological support techniques required in the social welfare field 

 

授業の内容（Course Contents） 

①心理学理論による人の理解とその技法の基礎について理解する 

②人の成長・発達と心理との関係について理解する 

③日常生活と心の健康との関係について理解する 

④心理的支援の方法と実際について理解する 

 

①Understand human understanding by psychology theory and the basics of the technique 

②Understand the relationship between human growth, development and psychology 

③Understand the relationship between daily life and mental health 

④Understand the methods and practices of psychological support 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

心理学の歴史 

2. 心と脳 

感情 

3. 欲求と動機づけ 

4. 感覚・知覚・認知 

5. 学習と記憶 

6. 知能・創造性・思考 

7. 人間環境と集団 

8. 性格 

対人交流とコミュニケーション 

9. 発達の概念 

10. 発達段階ごとの心理的特徴 

11. 適応とストレス 

12. 心理検査の概要 

面接と見立て 

13. 心理療法の概要（１） 

14. 心理療法の概要（２） 

 

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） 

リアクションペーパー(42%)/課題(28%)/期末レポート(30%) 

毎回リアクションペーパーと課題の提出を求める。課題は授業内容に準じた選択問題２問に回答する形式。<BR>【変更前】筆記

試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田 斉 他、2018、『心理学理論と心理的支援』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-61185-8) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンデマンド形式での授業を予定している。 

授業配信日時は以下の水曜日 4 限とする。 

 

第 1 回：9/23 

第 2 回：9/30 

第 3 回：10/7 

第 4 回：10/14 

第 5 回：10/21 

第 6 回：10/28 

第 7 回：11/11 

第 8 回：11/18 

第 9 回：11/25 

第 10 回：12/3 

第 11 回：12/9 

第 12 回：12/16 

第 13 回：1/13 

第 14 回：1/20 

 

注意事項（Notice） 
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■IB171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理学理論と心理的支援 

(Psychological Theory and Psychological Support) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 美保(MARUYAMA MIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 

他学部・他学科生用（人数制限 30 名） 

福祉学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉領域において必要とされる基本的な心理学理論と心理学的援助技法について学ぶ 

 

Learn basic psychological theory and psychological support techniques required in the social welfare field 

 

授業の内容（Course Contents） 

①心理学理論による人の理解とその技法の基礎について理解する 

②人の成長・発達と心理との関係について理解する 

③日常生活と心の健康との関係について理解する 

④心理的支援の方法と実際について理解する 

 

①Understand human understanding by psychology theory and the basics of the technique 

②Understand the relationship between human growth, development and psychology 

③Understand the relationship between daily life and mental health 

④Understand the methods and practices of psychological support 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

心理学の歴史 

2. 心と脳 

感情 

3. 欲求と動機づけ 

4. 感覚・知覚・認知 

5. 学習と記憶 

6. 知能・創造性・思考 

7. 人間環境と集団 

8. 性格 

対人交流とコミュニケーション 

9. 発達の概念 

10. 発達段階ごとの心理的特徴 

11. 適応とストレス 

12. 心理検査の概要 

面接と見立て 

13. 心理療法の概要（１） 

14. 心理療法の概要（２） 

 

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） 

リアクションペーパー(42%)/課題(28%)/期末レポート(30%) 

毎回リアクションペーパーと課題の提出を求める。課題は授業内容に準じた選択問題２問に回答する形式。<BR>【変更前】筆記

試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田 斉 他、2018、『心理学理論と心理的支援』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-61185-8) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンデマンド形式での授業を予定している。 

授業配信日時は以下の水曜日 4 限とする。 

 

第 1 回：9/23 

第 2 回：9/30 

第 3 回：10/7 

第 4 回：10/14 

第 5 回：10/21 

第 6 回：10/28 

第 7 回：11/11 

第 8 回：11/18 

第 9 回：11/25 

第 10 回：12/3 

第 11 回：12/9 

第 12 回：12/16 

第 13 回：1/13 

第 14 回：1/20 

 

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。 

 

To be able to do sociological thinking that is the minimum necessary to study social welfare. 

 

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

を考えられる力をつける。 

そのために、家族、都市、人口変化、医療、ケアといったものを幅広く学ぶ。 

それらをふまえ、社会福祉士国家試験の同科目に対応できるようにする。 

 

This is not welfare but “social” welfare. This meaning is considered from the viewpoint of sociology. Acquire the ability to 

consider what social welfare premised on this actually is. 

To that end, students study a wide range of topics, such as family, cities, population change, medical treatment and care. 

Based on this, they will gain an understanding of the subjects covered by the National Certified Social Worker Examinations. 

 

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 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

私語厳禁。通常講義の出席等における不正行為を発見次第、単位不可とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席その他授業態度や毎回のミニレポート 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） 

その他参考文献は講義中にあげる 

 

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

 

 

  



 - 178 - 

■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) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 寛弥(HIRANO HIROYA) 

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 

福祉学科生用 

他学部生・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では，日本の社会福祉法制についての理解を深めることをめざす． 

 

The aim is to deepen understanding of Japanese Legal System of Social Welfare. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会保障や社会福祉サービスの権利保障を裏付けている法制度に着目し，日本の社会福祉法制の体系，歴史的展開，社会福

祉サービスの提供体制やサービス利用者の権利擁護などについての理解を深めることをめざす．また，主要な制度の概要につ

いても学ぶことで，様々なサービスや給付によって支えられている利用者の権利保障が，どのような法的根拠に基づいているの

かを理解する． 

 

By focusing on the legal system supporting social security and social welfare services, participants  can deepen their 

understandings of the Japanese Legal System of Social Welfare, its historical development, provision of social welfare services 

and advocacy of the rights of service users. In addition to this, by learning overviews of the major systems, participants can 

understand the legal basis of the security of the rights of users supported by various services and benefits. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会福祉の法体系と目的 

2. 社会福祉法制の歴史的展開① 

3. 社会福祉法制の歴史的展開② 

4. 社会福祉給付の法構造 

5. 社会福祉の財政と利用者負担 

6. 福祉サービスの提供体制 

7. 各制度の概要（1）生活保護法 

8. 各制度の概要（2）生活困窮者自立支援法 

9. 各制度の概要（3）高齢者福祉関連法①（老人福祉法） 

10. 各制度の概要（3）高齢者福祉関連法②（介護保険法） 

11. 各制度の概要（4）障害者関連福祉法 

12. 各制度の概要（5）児童・母子福祉関連法 

13. 福祉サービス利用者の権利とその擁護 

14. 苦情解決・不服申し立て・行政訴訟 

 

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

日頃から法律問題への関心を深めるようにすること．また，毎回参考文献を紹介するので，自発的に知識を深める努力をしてほ

しい． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のリアクションペーパー(20%)/指定した指定物(20%) 

出席が 3 分の 2 に達しない者は単位取得不可． 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない．毎回レジュメを配布し，PowerPointを用いて講義を行う． 

 

参考文献（Readings） 

もし可能であれば、最新の社会福祉小六法を持参すること．それ以外については講義時にその都度紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は，講義の進捗状況や履修者の関心に応じて変更されることがあるのでご了承願いたい． 



 - 179 - 

また私語は厳禁である．成績評価で著しい減点となるので注意してほしい． 

 

オンデマンド配信日時は以下である。 

第 1 回 9/24（木）3 限 

第 2 回 10/1（木）3 限 

第 3 回 10/8（木）3 限 

第 4 回 10/15（木）3 限 

第 5 回 10/22（木）3 限 

第 6 回 10/29（木）3 限 

第 7 回 11/12（木）3 限 

第 8 回 11/19（木）3 限 

第 9 回 11/26（木）3 限 

第 10 回 12/3（木）3 限 

第 11 回 12/10（木）3 限 

第 12 回 12/17（木）3 限 

第 13 回 1/14（木）3 限 

第 14 回 1/21（木）3 限 

 

注意事項（Notice） 
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■IB181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会福祉法制 

(Legal System of Social Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 寛弥(HIRANO HIROYA) 

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） 

他学部・他学科生用（人数制限 30 名） 

福祉学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では，日本の社会福祉法制についての理解を深めることをめざす． 

 

The aim is to deepen understanding of Japanese Legal System of Social Welfare. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会保障や社会福祉サービスの権利保障を裏付けている法制度に着目し，日本の社会福祉法制の体系，歴史的展開，社会福

祉サービスの提供体制やサービス利用者の権利擁護などについての理解を深めることをめざす．また，主要な制度の概要につ

いても学ぶことで，様々なサービスや給付によって支えられている利用者の権利保障が，どのような法的根拠に基づいているの

かを理解する． 

 

By focusing on the legal system supporting social security and social welfare services, participants  can deepen their 

understandings of the Japanese Legal System of Social Welfare, its historical development, provision of social welfare services 

and advocacy of the rights of service users. In addition to this, by learning overviews of the major systems, participants can 

understand the legal basis of the security of the rights of users supported by various services and benefits. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会福祉の法体系と目的 

2. 社会福祉法制の歴史的展開① 

3. 社会福祉法制の歴史的展開② 

4. 社会福祉給付の法構造 

5. 社会福祉の財政と利用者負担 

6. 福祉サービスの提供体制 

7. 各制度の概要（1）生活保護法 

8. 各制度の概要（2）生活困窮者自立支援法 

9. 各制度の概要（3）高齢者福祉関連法①（老人福祉法） 

10. 各制度の概要（3）高齢者福祉関連法②（介護保険法） 

11. 各制度の概要（4）障害者関連福祉法 

12. 各制度の概要（5）児童・母子福祉関連法 

13. 福祉サービス利用者の権利とその擁護 

14. 苦情解決・不服申し立て・行政訴訟 

 

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

日頃から法律問題への関心を深めるようにすること．また，毎回参考文献を紹介するので，自発的に知識を深める努力をしてほ

しい． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のリアクションペーパー(20%)/指定した指定物(20%) 

出席が 3 分の 2 に達しない者は単位取得不可． 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない．毎回レジュメを配布し，PowerPointを用いて講義を行う． 

 

参考文献（Readings） 

もし可能であれば、最新の社会福祉小六法を持参すること．それ以外については講義時にその都度紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は，講義の進捗状況や履修者の関心に応じて変更されることがあるのでご了承願いたい． 

また私語は厳禁である．成績評価で著しい減点となるので注意してほしい． 
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オンデマンド配信日時は以下である。 

第 1 回 9/24（木）3 限 

第 2 回 10/1（木）3 限 

第 3 回 10/8（木）3 限 

第 4 回 10/15（木）3 限 

第 5 回 10/22（木）3 限 

第 6 回 10/29（木）3 限 

第 7 回 11/12（木）3 限 

第 8 回 11/19（木）3 限 

第 9 回 11/26（木）3 限 

第 10 回 12/3（木）3 限 

第 11 回 12/10（木）3 限 

第 12 回 12/17（木）3 限 

第 13 回 1/14（木）3 限 

第 14 回 1/21（木）3 限 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 寛弥(HIRANO HIROYA) 

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 

福祉学科生用 

他学部生・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では，日本の社会福祉法制についての理解を深めることをめざす． 

 

The aim is to deepen understanding of Japanese Legal System of Social Welfare. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会保障や社会福祉サービスの権利保障を裏付けている法制度に着目し，日本の社会福祉法制の体系，歴史的展開，社会福

祉サービスの提供体制やサービス利用者の権利擁護などについての理解を深めることをめざす．また，主要な制度の概要につ

いても学ぶことで，様々なサービスや給付によって支えられている利用者の権利保障が，どのような法的根拠に基づいているの

かを理解する． 

 

By focusing on the legal system supporting social security and social welfare services, participants  can deepen their 

understandings of the Japanese Legal System of Social Welfare, its historical development, provision of social welfare services 

and advocacy of the rights of service users. In addition to this, by learning overviews of the major systems, participants can 

understand the legal basis of the security of the rights of users supported by various services and benefits. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会福祉の法体系と目的 

2. 社会福祉法制の歴史的展開① 

3. 社会福祉法制の歴史的展開② 

4. 社会福祉給付の法構造 

5. 社会福祉の財政と利用者負担 

6. 福祉サービスの提供体制 

7. 各制度の概要（1）生活保護法 

8. 各制度の概要（2）生活困窮者自立支援法 

9. 各制度の概要（3）高齢者福祉関連法①（老人福祉法） 

10. 各制度の概要（3）高齢者福祉関連法②（介護保険法） 

11. 各制度の概要（4）障害者関連福祉法 

12. 各制度の概要（5）児童・母子福祉関連法 

13. 福祉サービス利用者の権利とその擁護 

14. 苦情解決・不服申し立て・行政訴訟 

 

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

日頃から法律問題への関心を深めるようにすること．また，毎回参考文献を紹介するので，自発的に知識を深める努力をしてほ

しい． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のリアクションペーパー(20%)/指定した指定物(20%) 

出席が 3 分の 2 に達しない者は単位取得不可． 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない．毎回レジュメを配布し，PowerPointを用いて講義を行う． 

 

参考文献（Readings） 

もし可能であれば、最新の社会福祉小六法を持参すること．それ以外については講義時にその都度紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は，講義の進捗状況や履修者の関心に応じて変更されることがあるのでご了承願いたい． 
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また私語は厳禁である．成績評価で著しい減点となるので注意してほしい． 

 

オンデマンド配信日時は以下である。 

第 1 回 9/24（木）3 限 

第 2 回 10/1（木）3 限 

第 3 回 10/8（木）3 限 

第 4 回 10/15（木）3 限 

第 5 回 10/22（木）3 限 

第 6 回 10/29（木）3 限 

第 7 回 11/12（木）3 限 

第 8 回 11/19（木）3 限 

第 9 回 11/26（木）3 限 

第 10 回 12/3（木）3 限 

第 11 回 12/10（木）3 限 

第 12 回 12/17（木）3 限 

第 13 回 1/14（木）3 限 

第 14 回 1/21（木）3 限 

 

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－豊かさの中の貧困とその支援－ 

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。（将来福祉事務所で公的扶助ケースワーカーとして実践できることを目指します。） 

 

Understand poverty and poverty issues that are dealt with by public assistance, and practically understand livelihood 

assistance, which is a typical public assistance system in Japan and the systems related to it. 

 

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。 

 

Analyze what poverty is and the problems that arise from it from the perspective of welfare assistance, while considering how 

social welfare has responded to poverty and poverty-related issues. By focusing on the welfare system that is the core of 

Japan's public assistance system and the welfare law and its operation, learn about practicing welfare as a caseworker. 

 

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・不服申立（審査請求）と裁判 

12. 保護施設・居住施設と貧困ビジネス 

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） 

 

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 月の生活保護法改正・生活困窮者自立支援法成立、

2018 年 6 月の両法改正など制度が大きく変動していますの。また新たに居住施設や日常生活支援施設が制度化されるなど、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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席状況(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席及び授業態度 30%,リアクションペーパー10%) 

 

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) 
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3. 稲葉剛、2013、『生活保護から考える』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431459-2) 

4. 岩永理恵他、2018、『生活保護と貧困対策』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15061-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会福祉士国家試験の受験希望する方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） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

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。 

 

Understand the characteristics of elderly people, problems of low birth rate and the aging society. Learn about laws, systems, 

services, organizations and methods for supporting elderly people based on historical changes. 

 

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。 

 

Learn about laws and systems for elderly people and specific services from the perspective of protecting the lives and human 

rights of the elderly. In addition, deepen understanding of the characteristics and conditions of elderly people and an aging 

society with a low birth rate, the problems that elderly people and their families have, and their background. Learn with specific 

examples on resolving problems and supporting individuals. 

 

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）＋認定調査票の基本項目 

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. 海外の高齢者福祉の実態 

 

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

日々，新聞，雑誌，インターネット等で高齢者や少子高齢社会に関する問題を把握し，自分なりの対応策を考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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、年２月、『高齢者に対する支援と介護保険制度 第 6 版』、中央法規出 2019 版 

(ISBN:978-4-8058-5807-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. パット・ムーア、2005 年、『私は三年間老人だった』、朝日出版 (ISBN:9784255003146) 

2. クリスティーン・ブライデン、2017 年、『認知症とともに生きる私：「絶望」を「希望」に変えた 20 年』、大月書店 

(ISBN:9784272360895) 

3. 篠田桃紅、2015 年、『103 歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い』、幻冬舎 (ISBN:9784344027534) 
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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） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

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） 

高齢者福祉の具体的な援助と考え方を整理し，様々なフィールドでの援助実践の内容や現状を学ぶ。 

 

Organize specific assistance and approaches for elderly welfare and learn about the details and current status of aid practice in 

various fields. 

 

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，援助者に求められる職業倫理，専門性等を学ぶ。その上

で，高齢者を支援する様々な組織で具体的な援助がどのように行われているかを学び，高齢者福祉の実践について理解する。

適宜，現場で実践をされている援助者をお呼びする。 

 

Learn the principles of welfare for the elderly, the needs of users, the institutional aspects of current welfare, the ethics and 

professional expertise required by helpers. Then, learn how specific support is provided in various organizations that support the 

elderly, and understand the practice of welfare for the elderly. If appropriate, invite a helper who practices in the field. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 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コミュニティケア 

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. 特別養護老人ホームの実践 

8. 認知症高齢者ケア，グループホームの実践 

9. 小規模多機能型居宅介護の実践 

10. 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  

11. 高齢者の多様な住まい方への支援 

12. 欧米の高齢者福祉の実践 

13. オーストラリアの高齢者福祉の実践 

14. 社会福祉協議会，ボランティア団体・ＮＰＯの実践，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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (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。授業資料は、基本、Blackboard にアップする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会編、2019 年、『高齢者に対する支援と介護保険制度 第 6版』、中央法規出版 (ISBN:978-

4-8058-5807-3) 

2. 一般財団法人 高齢者住宅財団 監修、2013 年、『実践事例から読み解くサービス付き高齢者向け住宅』、中央法規出版 

(ISBN:978-4-8058-3910-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

高齢者，地域領域での社会福祉士実習を予定している者は受講を推奨する。 
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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） 
障害者の障害理解と「生きづらさ」をめぐる生活理解と福祉的支援を考える 

担当者名 

（Instructor） 
八重田 淳(YAEDA JUN) 

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。 

 

Learn the concepts and philosophy of disability welfare as required for practicing welfare for people with disabilities in the 

modern society. Understand types of disabilities and the current status of people with disabilities, outline of systems and 

policies, and their issues.  

 

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。 

 

Understand the outline of laws, systems, measures and services related to people with disabilities in relation to the history and 

concept of disability and disability welfare in modern society, as well as the current status of people with disabilities and the 

measures being taken to help them. The course aims to develop an awareness of people’s disabilities and of what concrete 

steps can be taken to support them.  

 

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

〜  

 

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） 

リアクションペーパー・授業参加度(40%)/質疑応答（障害知識）(10%)/質疑応答（制度知識）(10%)/質疑応答（技術知識）(10%)/質

疑応答（社会資源知識）(10%)/質疑応答（専門職倫理）(10%)/質疑応答（障害者福祉研究）(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (最終レポート(Final Report)30%) 
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テキスト（Textbooks） 

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

 

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) 

 

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、資料は配布しないので積極的・主体的な受講態度が要求される。 

尚、講義は、テキストの内容を踏まえた内容を展開し、映像資料なども適宜活用する。 

 

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。 

 

1) Understand the historical development and regional characteristics of community welfare. 

2) Understand community welfare as required by residents and people who need it; community welfare as provided by social 

workers; community welfare provided by local government as a policy initiative; community welfare in the context of social 

welfare laws. Understand the different ways of thinking about community welfare as demonstrated by different practitioners. 

3) Explain to others what the requirements are for community welfare. 

4) Understand that it is easy for a recipient of welfare services to become passive about receiving these services. 

5) Understand the need for comprehensive life support and networks. 

 

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。 

 

Community welfare is about resolving the lifestyle issues of local residents with lifestyle rights and fulfilling their lifestyle 

problems. It is the process of putting together services and activities based on the region. In addition, it can be viewed as the 

construction and operation of a framework to secure this process. Review the historical development of community welfare and 

how its ideas and practices have been formed and spread. In addition, understand the details of the elements that make up 

community welfare through examining practical cases. In this way, students themselves consider what community welfare is. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域福祉の基本的考え方 

2. 地域福祉の源流（１） イギリス-COS 

3. 地域福祉の源流（２） イギリス-セツルメント 

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. 地域福祉と社会福祉協議会 

11. 地域における社会資源(1) 地域福祉サービス 

12. 地域における社会資源(2) 地域福祉活動 

13. 自立と利用者支援 

14. 地域包括ケアシステム 

 

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

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。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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内ワークシート(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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. 社会福祉士養成講座編集委員会、2015、『地域福祉の理論と方法』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-5105-0) 

 

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. 巻里毎治・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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容の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。 

 

1) Understand the concept of community work and community social work. 

2) Understand the characteristics of different practitioners of community welfare. 

3) Understand the background and factors of various events surrounding community welfare. 

4) If you can predict future life problems that may arise in this area to some extent, you can then envision how to respond. 

5) Gain an interest in events related to overseas community welfare overseas and explain the significance to others. 

 

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、福祉コミュニティをど

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。 

 

 Learn the organizational features of community welfare promotion entities, examine practical cases, and review the content of 

community work and community social work to understand how to create a community that supports people with lifestyle 

problems, such as the elderly, people with disabilities, children, parents raising children or resident foreigners. Consider the 

contemporary issues that community welfare promotion bodies deal with . Through these, consider the future principles of 

community welfare. In addition, pay attention to the circulation of welfare information. 

 

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. 地域包括支援センターと地域福祉 

3. 民生委員児童委員と地域福祉 

4. 社会福祉施設と地域福祉 

5. 特定非営利活動法人と地域福祉 

6. 住民福祉組織と地域福祉 

7. 当事者組織と地域福祉 

8. 社会福祉法と地域福祉、地域福祉計画と地域福祉活動計画 

9. コミュニティワーク（１） 地域診断、ニーズ把握 

10. コミュニティワーク（２） 立案、実施、評価 

11. 地域福祉の財源 

12. 住民参加、ソーシャルアクション 

13. ネットワーキング 

14. 災害と地域福祉 

 

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

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。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。 

 

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及び課題(50%) 
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【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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. 社会福祉士養成講座編集委員会、2015、『地域福祉の理論と方法』、中央法規出版 (ISBN:978-4-8058-5105-0) 

 

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. 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) 

 

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） 
女性への暴力や差別を克服する社会を構想するために 

担当者名 

（Instructor） 
池田 恭子（IKEDA KYOKO) 

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） 
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。 

 

This subject is one of a group of subjects for deepening the understanding of theory, system, and services required for social 

workers specializing in interpersonal support. Understand the current situation of women's issues based on sexual discrimination 

and elucidate the role of social welfare for solving them from the perspective of women's welfare. In addition, acquire skills 

necessary for supporters of community welfare.   

 

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。 

 

Discrimination suffered by women, social disadvantage, and various problems arising from this are collectively referred to as 

“women's issues.” At present, efforts are being made on a global basis to resolve these issues. These lectures review the 

current status and future of women's welfare, as well understanding of modern society where women's welfare is required. 

Students will consider a society without violence and consider ways for living happily.   

 

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 

3. ドメスティック・バイオレンス：親密な関係における暴力 

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. ひとり親家庭の現状と支援サービス 

13. 女性福祉の実施体制―狭間のニーズとは何か 

14. 最終試験 

 

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） 

毎回のリアクションペーパー(100%) 

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 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (毎回のリアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 戒能民江・湯澤直美ほか、2013、『危機をのりこえる女たち―DV(ドメスティック・バイオレンス)法 10 年、支援の新地平へ』、信

山社 (ISBN:978-4797293043) 

2. 浅倉むつ子・戒能民江・若尾典子、2004、『フェミニズム法学』、明石書店 (ISBN:978-4750318530) 

3. 大矢さよ子・湯澤直美編、2018、『シニアシングルズ 女たちの知恵と縁』、大月書店 (ISBN:978-4272350445) 

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。 

 

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） 
【2020 年 4 月 17 日付学期欄変更】（変更理由：開講学期変更のため） 

 

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。 

 

They will be able to think about care techniques that ensure comfort for the patients. 

 

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。 

 

・Learn the basics and procedures of fundamental care techniques and points for individual consideration. 

・Utilize knowledge and experience certain techniques. 

・Review the “Practice of care work to ensure patients' comfort.” 

 

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. 家族介護者の理解と支援 

7. 感染予防、介護を展開する前の準備 

8. 移動の介護１（起居動作） 

9. 移動の介護２（車椅子移動） 

10. 食事の介護１（摂食・嚥下のメカニズム） 

11. 食事の介護２（様々な食事形態） 

12. 排泄の介護 

13. 口腔ケア 

14. 住環境、住宅改修 

 

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） 

平常点、授業参加度(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)） 

実技の体験をする時には、動きやすい服装で参加して下さい。 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 17 日付学期欄変更】（変更理由：開講学期変更のため） 
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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） 
精神疾患の概念とその支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷 将之(TANI 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） 
CMB2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
変則的な開講日のため注意すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神障害の概念・症状・検査・治療・支援を理解し、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。 

 

Understand the concepts, symptoms, examinations, treatments and supports of mental disorders. Aim to acquire the psychiatric 

knowledge necessary for professional occupations such as psychiatric social workers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に総論として、精神医学の概念、症状、診断、治療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（認知症、統合失調症、気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害、物質関連障害、発達障害）

の概念・症状・検査・治療について理解を深める。 

 

At first, learn the basics of psychiatry, in general terms, including psychiatric concepts, symptoms, diagnosis and treatment. 

In each section, deepen understanding of the concepts, symptoms, examinations and treatments of various mental disorders 

(dementia, schizophrenia, mood disorders, neurotic disorders, stress-related disorders, substance-related disorders, 

developmental disorders). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神医学概論 

2. 症状と診断 

3. 検査と治療 

4. 認知症 

5. 統合失調症の症状・診断 

6. 統合失調症の治療・症例検討 

7. 気分障害の症状・診断 

8. 気分障害の治療・症例検討 

9. 神経症性障害の症状・診断・治療・症例検討 

10. ストレス関連障害の症状・診断・治療・症例検討 

11. 物質関連障害の症状・診断・治療・症例検討 

12. 発達障害・知的障害の症状・診断・治療・症例検討 

13. その他の障害の症状・診断・治療 

14. その他の障害の症例検討 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)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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、2012.2.1、『新・精神保健福祉士養成講座 精神疾患とその治療 第 2 版』、中央法規 

(ISBN:4805853123) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業開講日 

4 月 16 日（木）、 30 日（木）  

5 月 14 日（木）、 28 日（木） 

6 月 11 日（木）、 25 日（木） 

7 月 ９日（木） 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画・動画・絵画・小説などを通して精神疾患を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
黒沢 顕三(KUROSAWA KENZO) 

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） 

この講義では主要な精神疾患の症候学及び診断学の基礎的知識を習得し、精神疾患の心理社会的側面や、生理学的側面につ

いて議論できるようになることを目標とする。 

 

The purpose of this course is to obtain basic knowledge about symptomatology and diagnostics of mental disorder. To be able 

discuss psychosocial and physiological side of mental disorder. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では多くの具体的症例を示し、主要な精神疾患の基礎的な理解を得る。精神疾患をテーマにした映画や動画を通して精

神疾患患者の心理社会的側面についての理解を深める。 

 

This course will introduce students to a number of real cases of mental patients, and give students a basic understanding of 

main mental disorders. We will deepen understanding about the psychosocial side of mental patients on seeing movies and 

videos which featured the theme of mental disorder. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、精神医学の歴史と展望、統合失調症の症候学① 

2. 統合失調症の症候学②、統合失調症の診断学① 

3. 統合失調症の診断学②、統合失調症と社会/精神病のスティグマを議論する 

4. 統合失調症と文化/精神病がどのように文化に影響を与えたか、統合失調症の症候学・診断学のまとめ 

5. 感情障害の症候学 

6. 感情障害の診断学 

7. 感情障害と社会/うつ病や双極性障害を通して、社会の精神疾患に対する偏見について議論する 

8. 感情障害の症候学・診断学のまとめ、中間テスト 

9. パーソナリティ障害の症候学・診断学 

10. 認知症の症候学・診断学 

11. 精神疾患の治療学/薬物療法 

12. 精神疾患の治療学/精神療法 

13. 症例提示/統合失調症・うつ病・双極性障害 

14. 最終テスト、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しては、必要に応じてその都度、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(50%)/中間テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

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。 

 

Understand the background and outline of the legal system related to the support of the mental health care and welfare, and 

consider this in relation to the practice of social work. 

 

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。 

 

On the subject of “System and services in relation to mental health welfare,” classes are based on concrete examples linked to 

social work practices, focused on (1) Transition of measures and legal systems of mental health and medical welfare, (2) 

Systems and services that persons with mental illness can utilize (3) Business and legal system of psychiatric social workers. 

In addition, this class is a required designated subject for certification for the national psychiatric social worker examination. 

 

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（１） 

7. 精神保健福祉法の概要（２） 

8. 精神障害者支援と障害者総合支援法 

9. 精神障害者が活用できる制度とサービス 

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 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/確認テスト＆リアクションペーパー(30%)/授業内レポート(10%) 

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 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 

授業内で適宜紹介する。 
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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。 

 

Understand the background and outline of the legal system related to the support of the mental health care and welfare, and 

consider this in relation to the practice of social work. 

 

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。 

 

On the subject of “System and services in relation to mental health welfare,” classes are based on concrete examples linked to 

social work practices, focused on (1) Transition of measures and legal systems of mental health and medical welfare, (2) 

Systems and services that persons with mental illness can utilize (3) Business and legal system of psychiatric social workers. 

In addition, this class is a required designated subject for certification for the national psychiatric social worker examination. 

 

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. メンタルヘルスの課題と法制度（４） 

6. 司法と福祉 

7. 累犯障害者の支援 

8. 心神喪失者等医療観察法の概要 

9. 司法福祉現場の実際 

10. 犯罪被害者への支援 

11. 実践に必要な社会調査の基礎知識 

12. 実践に基づく社会調査研究 

13. 諸外国における精神保健医療福祉（１） 

14. 諸外国における精神保健医療福祉（２） 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/確認テスト&リアクションペーパー（各回授業内）(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 

その他，授業内で適宜紹介する。 

 

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

 

The aim is to understand the meaning and features of the “Living Assistance System for Mentally Handicapped Person”. 

In particular, students will learn the perspective of recovery, as well as about the systems for housing and employment support, 

the role and function of each specialized organization related to mental health and welfare, and raise awareness of human rights 

essential for psychiatric social workers, in addition to considering the needs on various institutional reforms and social reforms. 

 

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。 

 

Classes are developed based on the idea, not that there are “mentally handicapped people”, but that anyone can encounter 

difficulties with mental illness in their life, and anyone can face such a crisis. The class will introduce specific examples of 

mechanisms, laws and systems for people with mental disorders to overcome life crises, and live with hope in their lives. We will 

also touch on the role of psychiatric social workers in psychiatric hospitals. 

 

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. 物質使用障害者に対する生活支援システム 

 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパー(70%)/参加度(30%) 

指定回数以上の欠席は単位不可とします｡ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー（兼出席表）40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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７『 精神障害者の生活支援システム』第 3 版』、中央

法規出版 

 

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。 

 

Learn about the regional principles, housing and welfare facilities, and take into consideration the systems and policies related 

to the construction of social systems and welfare in a super-aged society. Deepen understanding of issues concerning 

residential environment and community design. 

 

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。 

 

Based on the current situation in Japan and the construction of social systems, such as Long Term Care Insurance, lectures 

are given on the importance of environmental maintenance including aspects of architectural design, in accordance with the 

perspectives of the elderly. Topics are introduced and explained using PowerPoint with specific examples. 

 

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. 高齢者福祉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. 住宅改修と福祉環境コーディネーター 

10. 高齢者が地域で暮らすということ １ 

11. 高齢者が地域で暮らすということ 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。また、学習したことで興味を持った内容について

は、さらにそれを調べるなどして、理解を深めること。 

その内容をリアクションペーパーやレポートに反映させること。 

 

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(60%) 

 

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、『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)） 
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注意事項（Notice） 
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■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。 

 

The subject is appropriate for the Certified Social Worker course and the Psychiatric Social Worker course, “Healthcare 

Services”.  Students will deepen their understanding of the social work practice in the healthcare area. 

 

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。 

 

Learn from the perspective of a social worker about the characteristics of the healthcare area, the role and collaboration of the 

healthcare professions and medical security system. Students will consider what social workers can do and what services 

healthcare institutions can provide for people with disabilities and diseases. 

This is a prerequisite subject for the Psychiatric Social Worker course students. Even for the Certified Social Worker, students 

who wish to practice in the medical field are encouraged to take this subject before their practical training. 

 

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 

 

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

日常的に新聞・ニュース等を通して医療福祉関連領域に関心を持つように努めて授業に臨み，受講後，講義内容と照らし合わせ

るなどで，授業外に計 60 時間以上の学修を行うように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (中間レポート 2 回 20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 



 - 211 - 

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。 

 

Understand the significance and development of the practice of social work in the mental health and welfare field, and acquire 

necessary skills through practice. 

 

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。 

 

For the development of comprehensive support activities such as health and medical welfare, learn the importance of 

assessment and the meaning of cooperation and collaboration based on a team approach or the theory and practice of 

supervision, and understand this through practical cases. This class is required designated subject for the national psychiatric 

social worker examination. 

 

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. 人の尊厳と包括的理解 

3. 相談援助における面接技法 

4. ストレングス視点による人の理解 

5. 保健医療福祉システムによる環境の理解 

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. 長期在院者への精神科リハビリテーション 

9. 地域移行・地域定着支援の実際 

10. チームアプローチの概要と実際 

11. チーム医療と多職種連携 

12. スーパービジョンの概要と実際 

13. スーパービジョンの方法と展開 

14. コンサルテーションの概要 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/確認テスト＆リアクションペーパー(30%)/授業内レポート(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 

1. 福祉臨床シリーズ編集委員会編、2016、『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ〔第 2版〕』、弘文堂 

その他，授業内で適宜紹介する。 
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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） 
家族臨床の理論と実際 

担当者名 

（Instructor） 
武田 瑞穂(TAKEDA MIZUHO) 

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） 

・家族支援の理論を理解できる 

・近年にみられる家族の問題について多角的な視点で説明できる 

・家族支援に関する実践を把握できる 

 

・We understand the theories of family support 

・We explain family issues in recent years from multiple perspectives 

・We understand practical knowledge on family support 

 

授業の内容（Course Contents） 

家族支援の理論と実際を学びます。家族支援の現場で出会う問題に関する理解を深め、困難に直面する家族に対しての心理社

会的な支援および理論を概説します。 

 

It provides an opportunity to learn more about psychosocial support and theory for families facing difficulties, and deepens 

students’ understanding of issues encountered in the field of family support. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 家族とは 家族支援の理論 

3. 家族支援の心理臨床（１）障害 

4. 家族支援の心理臨床（２）障害 

5. 家族支援の心理臨床（３）虐待 

6. 家族支援の心理臨床（４）虐待 

7. 家族支援の心理臨床（５）精神疾患 

8. 家族支援の心理臨床（６）精神疾患 

9. 家族支援の心理臨床（７）依存症 

10. 家族支援の心理臨床（８）依存症 

11. 家族支援の心理臨床（９）犯罪・非行 

12. 家族支援の心理臨床（１０）LGBT 

13. 家族支援の心理臨床（１１）不登校・引きこもり 

14. まとめ 

 

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

講義、発表、レポート執筆に向けた準備を随時行ってください。また、普段から家族に関連するニュースや新聞などの媒体を利用

し、家族支援への理解を深めるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常点(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドでの講義に、随時視聴覚教材を用います。 

授業は講義形式を中心としますが、理解を深めるためグループ発表も実施予定です。 
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課題提出や連絡などに Blackboard を使用します。 

資料は必要に応じて授業時に配布します。 

 

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。 

 

Based on a consideration of the theory and implementation of finance and administration for social welfare and its current 

status, the course intends that students gain a practical understanding of the meaning and purpose of welfare plans for each 

welfare field, along with their contents and planning methods. 

 

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。 

 

First of all, learn about the functions, roles and resources of the state, prefectures and municipalities in welfare business and 

finance, and the organization of all resources. Based on this, understand the contents of welfare plans, along with their 

differences and characteristics. Examine how to proceed with the formulation and implementation of these welfare plans 

according to resident standards. 

 

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. 福祉行政と福祉計画の基礎理論 

4. 地方自治と福祉行政－地方分権・地域主権と社会福祉－ 

5. 福祉行政の実施体制① 福祉事務所と社会福祉主事 

6. 福祉行政の実施体制② 相談所などの専門機関 

7. 社会福祉の財政Ⅰ（マクロ） 

8. 社会福祉の財政Ⅱ（ミクロ） 

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 

 

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） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席及び授業態度 30%,リアクションペーパー10%) 

 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会福祉士国家試験を受験される方、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） 
企業等での雇用・就労の実現と多様な働き方を支える 

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。 

 

Students who hope to work in this area will learn about the target subjects who require assistance. Acquire basic knowledge 

about the support services required for a social worker and learn about specifically supporting the needs of job seekers and 

about how to collaborate with different organizations. 

 

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。 

 

Learn about the employment support system and the related legal system, the functions and professions of support agencies 

and facilities, collaboration with related areas of employment support, and domestic trends on the employment of people with 

disabilities and future employment support issues. Understand the methods of employment and forms of employment for 

support of people with disabilities, low income earners or single-parent families. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・就労支援の実態 

2. 日本の労働関係の法制度 

3. 近年の雇用・労働の動向 

4. 障害者雇用促進法に基づく様々な制度 

5. 企業における障害者雇用と差別解消・合理的配慮 

6. 職業リハビリテーションに係る機関や専門職と役割の違い 

7. 職場適応援助（ジョブコーチ）による就労支援 

8. 就労支援における医療と福祉との連携 

9. 障害者総合支援法における就労系サービスと福祉的就労 

10. 就労支援における教育（特別支援教育等）と福祉との連携 

11. 生活保護法制度おける就労支援施策 

12. 生活困窮者やひとり親家庭等への就労支援施策 

13. 国・地方自治体による包括的な就労支援施策 

14. まとめ 

 

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、講義内で筓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、生活状況等のライフキャリアついて考えておく。 

（２）働く上で、大切な要素（給与、休暇、人間関係、キャリアアップ等）の優先順位を考えておく。 

（３）人はなぜ働くのか考える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(40%)/リアクションペーパー・小テスト(40%)/レポート課題(20%) 

各分野のゲストスピーカーによる講義が複数回あります。積極的な態度で臨んでください。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (学習態度・講義参加度・リアクションペーパー30%,レポート課

題 10%) 

 

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。 
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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:978-4805853047) 

2. 中島隆信、2018、『新版 障害者の経済学』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492315057) 

3. 森岡孝二、2015、『雇用身分社会』、岩波新書 (ISBN:978-4004315681) 

4. 鈴木 裕介, 遠山 真世／二本柳 覚、2018、『これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第 2 版』、翔泳社 

(ISBN:978-4798153780) 

5. 川島 聡, 飯野 由里子, 西倉 実季, 星加 良司、2016、『合理的配慮 -- 対話を開く,対話が拓く』、有斐閣 (ISBN:978-

4641174221) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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します。 

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勧めします。 

 

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，各自が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。 

 

Systematically understanding the various issues that occur in the real world related to fundamental issues such as human 

rights, social justice, human dignity and advocacy that are the foundation of social work. 

The purpose of this lecture is to draw abstract concepts into concrete examples, and for students to express in their own 

words, what rights are, what kind of rights are violated, and who can protect the rights of users etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

権利に関わる基本的理解を基に，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

て求められる権利擁護システム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。 

 

Based on a basic understanding of rights, I will introduce the specific social backgrounds where advocacy is required, and 

confirm the image of users who are the subject of social work. In addition, we will learn about the current status and issues in 

the rights advocacy system, and in the adult guardianship system, while learning the structure of potential abuses that are likely, 

along with the mechanisms and solutions in instances of abuse. In addition, lectures by guest speakers are planned, so that 

students can deepen their understanding of practical approaches and issues. 

 

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. 日常生活自立支援事業の現状と課題 

11. 障害者権利条約と意思決定支援 

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 

 

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） 

毎回の小レポートの内容(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)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，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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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。 

 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 
集中講義 

 

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。 

 

Gaining knowledge of support available for early childhood children with developmental delays and imbalances. 

 

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。子ども期は本人への支援だけでなく、家

族への支援も重要である。本授業では発達の遅れや偏りについて理解を深め、乳幼児期の子どもと家族への支援の実際につい

て学ぶ。学生の皆さんに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。 

 

Development support in the early childhood is receiving much attention, as one of the important challenges in child care. 

Support is not only for the child to adulthood, but supporting the family is also important. In this class, students will deepen 

their understanding of developmental delays and imbalances, learning about support for children and their families during early 

childhood. It is hoped to provide a catalyst for thought on methods of childhood support for all students. 

 

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） 

リアクションペーパー(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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)） 

集中講義日程は以下の土曜日 3 限～5 限である。 

9／26 

10／17 

11／7 
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12／19 

1／23 

 

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） 

本科目は福祉学科の専門基幹科目である。ソーシャルワークにおける相談援助（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。さらにソーシャルワークの価値、倫理、技術、理論等の知識をふまえて、援助実践を考察できることを

めざす。 

 

This course is a mandatory subject for the Department of Social Work. Learning basic knowledge of methods and theory in 

counseling support (individual support etc.) in social work. Furthermore, based on knowledge of social work values, ethics, skills, 

and theory etc., students will be able to consider support in practice. 

 

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、面接技法をはじめとした基本的援助技術、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。 

 

Students will learn the basic structure and function of counseling support, understanding the development process of support, 

basic support techniques such as interviews skills, theory of social work practice, as well as understanding basic approaches 

and applications. 

 

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：個別支援、面接 １  

8. 基本的援助技術：個別支援、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,アプローチの活用１  

12. ソーシャルワークの理論 実践モデル、アプローチの活用２ 

13. 専門職としての力量の向上：事例検討 スーパービジョン 

14. 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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内課題(20%) 

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 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントカード兼出席票 30%) 

 

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)） 
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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。 

 

In addition to understanding group work, students will acquire the various skills necessary for group work practices. Therefore, 

this class is composed by not only lectures but also exercises. 

 

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。 

 

Group work is support skills that utilizes the functions of a group, and solves the problems of individuals or a group. Students 

will acquire knowledge, skills, and attitudes to manage various group activities through using groups to which clients belong, or 

forming new groups, at facilities or in communities. We will also try to answer past questions on group work of the National 

Certified Social Worker Exam. 

 

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） 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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)） 
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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。 

 

Focusing on community-based social work, the aim is for students to acquire a broad outlook in order to obtain useful thinking 

methods for practice, while learning the necessary theory of support skills. 

 

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。 

 

The class not only introduces theory, but also incorporates case-based work etc. focusing on practical learning. In addition, we 

have devised multiple ways of learning about support, centered on the areas and fields required by the local community. All 

students are to consider social welfare and support methods in this class, so proactive learning participation is required. 

 

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. 個別支援計画と終末期の支援 

5. アウトリーチの意義と効果 

6. 集合住宅団地と地域に根差したコミュニティ 

7. 地域を基盤としたソーシャルワークと災害支援 

8. 介入とモニタリング：サービス評価を巡る課題 

9. 日本における地域福祉活動の歩みと当事者支援 

10. 「支援困難事例」を巡る諸課題 

11. 組織におけるスーパービジョンの実際 

12. 地域福祉実践のプロセスと課題 

13. 地域におけるソーシャルサポートネットワーク 

14. 利用者の主体性を引き出す支援とは 

 

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） 

リアクションペーパー(40%)/授業内確認小テスト(30%)/最終レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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，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)） 

本授業は，社会福祉士の国家資格取得のための指定科目に該当する。 

また，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） 
社会保障の各制度と諸外国の社会保障を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
三宅 雄大(MIYAKE YUDAI) 

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） 

 日本及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する。  

 

Understanding social security in Japan and other countries, along with the resources and systems of social security.  

 

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る。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する。  

 

Today's social security system is a basic condition for citizens to live their lives. By studying the social security systems of 

Japan and other countries, we will examine the future of Japan’s social security from various perspectives.  

 

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 社会手当 

4. 社会保障制度 2    年金制度 1 

5. 社会保障制度 3    年金制度 2 

6. 社会保障制度 4    医療保険・医療制度１ 

7. 社会保障制度 5    医療保険・医療制度 2 

8. 社会保障制度 6    介護保険・介護制度１ 

9. 社会保障制度 7    介護保険・介護制度 2 

10. 社会保障制度 8    労働保険 1（労働者災害補償保険） 

11. 社会保障制度 9    労働保険 2（雇用保険） 

12. 社会保障制度 10   公的扶助・社会福祉 1 

13. 社会保障制度 11   公的扶助・社会福祉 2 

14. 社会保障制度 12   諸外国の社会保障 

 

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くこと。 

復習：テキスト、ならびに、レジュメを読み直すこと。あわせて、日常的に社会保障に関する新聞記事等を読むこと。  

 

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(20%)/予習レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2019、『新版基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒田有志弥・柴田洋二郎・島村暁代・永野仁美・橋爪幸代、2019、『社会保障法』、有斐閣 

2. 加藤智章・菊池馨実・倉田聡・前田雅子、2019、『社会保障法』、有斐閣 

 

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 等のホームページを参照。 
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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 mindfulness and social work concepts and theories. 

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） 

Social work focuses on serving the most vulnerable members of society, and social workers must often address the contextual 

forces that contribute to human problems. Mindfulness and acceptance are powerful tools for this practice. By offering 

interventions like dialectical behavior therapy (DBT), mindfulness-based stress reduction (MBSR), and acceptance and 

commitment therapy (ACT), social workers can help their clients become more aware and take effective action. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1.This course aims to introduce students to the historical roots of mindfulness and social work concepts as well as some of 

their key theories, methods, and practices.  

2. Students will benefit from the retained accessibility and engaging style. 

3. Through an analysis of the key concepts and theories of welfare, students will   examine   the potential impact of 

globalization and the financial crisis as core reading. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. INTRODUCTION 

2. ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY IN SOCIAL WORK 

3. SOCIAL WORK AND DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY 

4. MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION AND SOCIAL WORK 

5. SOCIAL WORK AND BEHAVIORAL ACTIVATION 

6. RADICAL ACCEPTANCE: MINDFULNESS AND CRITICAL REFLECTION IN SOCIAL WORK EDUCATION 

7. FACILITATING MINDFULNESS USING ARTS-BASED METHODS AND A HOLISTIC STRENGTHS-BASED PERSPECTIVE 

8. DOING ACT BRIEFLY: THE PRACTICE OF FOCUSED ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY 

9. IN PURSUIT OF EXCELLENCE: DEVELOPING COMPETENCIES FOR DELIVERY OF BRIEF INTERVENTIONS 

10. MINDFULNESS AND ENGAGED BUDDHISM: IMPLICATIONS FOR A GENERALIST MACRO SOCIAL WORK PRACTICE 

11. THINKING FUNCTIONALLY AND CONTEXTUALLY ABOUT CULTURAL DIVERSITY IN MINDFULNESS-BASED 

TREATMENTS 

12. CONTEXTUAL BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCIAL WORK: A NATURAL AND EFFECTIVE PARTNERSHIP? 

13. SUMMARY AND CONCLUSION 

14. FINAL Test 

 

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

1. Identify and use concepts and theories of mindfulness and social work  

2. Critically assess approaches to mindfulness and social work 

3. Analyze the roles of mindfulness and social work in development and change 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/エッセイ課題（Essay)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important.  Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential.<BR><BR>2020.6.1 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％（最終テスト(Final Test)(30%) 、最終レポート(Final 

Report)(30%) 、Presentation(30%) 、Attendance and Participation(10%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Boone, M.. 2014. Mindfulness and Acceptance in Social Work: Evidence-Based Interventions and Emerging Applications (The 

Context Press Mindfulness and Acceptance Practice Series) (English Edition) 1st Edition. Context Press. (ISBN:978-

1608828906) 
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TBA 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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■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 self-compassion and social work concepts and 

theories 

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） 

1. This course aims to introduce students to the historical roots of mindfulness and    

        social work concepts as well as some of their key theories, methods, and practices.  

2. Students will benefit from the retained accessibility and engaging style of the course’s  

        predecessor.  

3. Through an analysis of the key concepts and theories of welfare, students will examine  

         the potential impact of globalization and the financial crisis as core reading. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Are you kinder to others than you are to yourself? More than a thousand research studies show the benefits of being a 

supportive friend to yourself, especially in times of need. This science-based workbook offers a step-by-step approach to 

breaking free of harsh self-judgments and impossible standards in order to cultivate emotional well-being. In a convenient large-

size format, the book is based on the authors' groundbreaking eight-week Mindful Self-Compassion (MSC) program, which has 

helped tens of thousands of people worldwide. It is packed with guided meditations (with audio downloads); informal practices to 

do anytime, anywhere; exercises; and vivid stories of people using the techniques to address relationship stress, weight and 

body image issues, health concerns, anxiety, and other common problems. The seeds of self-compassion already lie within 

you—learn how you can uncover this powerful inner resource and transform your life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. What Is Self-Compassion? 2. What Self-Compassion Is Not  

2. 3. The Benefits of Self-Compassion 4. The Physiology of Self-Criticism and Self-Compassion  

3. 5. The Yin and Yang of Self-Compassion 6. Mindfulness  

4. 7. Letting Go of Resistance  8. Backdraft  

5. 9. Developing Loving-Kindness  10. Loving-Kindness for Ourselves  

6. 11. Self-Compassionate Motivation  12. Self-Compassion and Our Bodie 

7. 13. Stages of Progress  14. Living Deeply  

8. 15. Being There for Others without Losing Ourselves 16. Meeting Difficult Emotions 

9. 17. Self-Compassion and Shame 18. Self-Compassion in Relationships  

10. 19. Self-Compassion for Caregivers 20. Self-Compassion and Anger in Relationships  

11. 21. Self-Compassion and Forgiveness 22. Embracing the Good  

12. 23. Self-Appreciation 24. Taking It Forward Final Exam 

13. Summary and Conclusion 

14. Final Test 

 

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

1. Identify and use concepts and theories of mindfulness and social work 

2. Critically assess approaches to mindfulness and social work 

3. Analyze the roles of mindfulness and social work in development and change 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important.  Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. Kristin, N., & Christopher, G. 2018. The Mindful Self-Compassion Workbook: A Proven Way to Accept Yourself, Build Inner 

Strength, and Thrive. Guilford Pubn; Workbook. (ISBN:978-1462526789) 

TBA 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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■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｡ 

 

The aim is to understand the meaning and features of the “Living Assistance System for Mentally Handicapped Person”. 

In particular, students will learn the perspective of recovery, as well as about the systems for housing and employment support, 

the role and function of each specialized organization related to mental health and welfare, and raise awareness of human rights 

essential for psychiatric social workers, in addition to considering the needs on various institutional reforms and social reforms. 

 

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。 

 

Classes are developed based on the idea, not that there are “mentally handicapped people”, but that anyone can encounter 

difficulties with mental illness in their life, and anyone can face such a crisis. The class will introduce specific examples of 

mechanisms, laws and systems for people with mental disorders to overcome life crises, and live with hope in their lives. We will 

also touch on the role of psychiatric social workers in psychiatric hospitals. 

 

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. 物質使用障害者に対する生活支援システム 

 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパー(70%)/参加度(30%) 

指定回数以上の欠席は単位不可とします｡ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー（兼出席表）40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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７『 精神障害者の生活支援システム』第 3 版』、中央

法規出版 

 

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，各自が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。 

 

Systematically understanding the various issues that occur in the real world related to fundamental issues such as human 

rights, social justice, human dignity and advocacy that are the foundation of social work. 

The purpose of this lecture is to draw abstract concepts into concrete examples, and for students to express in their own 

words, what rights are, what kind of rights are violated, and who can protect the rights of users etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

権利に関わる基本的理解を基に，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

て求められる権利擁護システム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。 

 

Based on a basic understanding of rights, I will introduce the specific social backgrounds where advocacy is required, and 

confirm the image of users who are the subject of social work. In addition, we will learn about the current status and issues in 

the rights advocacy system, and in the adult guardianship system, while learning the structure of potential abuses that are likely, 

along with the mechanisms and solutions in instances of abuse. In addition, lectures by guest speakers are planned, so that 

students can deepen their understanding of practical approaches and issues. 

 

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. 日常生活自立支援事業の現状と課題 

11. 障害者権利条約と意思決定支援 

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 

 

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） 

毎回の小レポートの内容(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)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，授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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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。 

 

注意事項（Notice） 
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■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。（社会福祉士国家試験合格を目指します。） 

 

Understanding the policy philosophy, the history of theory, as well as an overview of representative theories and policy issues 

concerning the welfare policies that form the basis of social welfare as a system. 

 

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。 

 

Lectures on welfare policy and the welfare state that drives the system of social welfare. In this lecture, we examine what 

welfare policy is, and how it has been defined, examine issues and trends in future welfare policy, while investigating 

representative welfare policy theories in Japan and other countries. 

 

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と福祉理論（慈善事業・社会事業と政策） 

7. 黎明期の福祉政策理論（大河内・考橋・岡村） 

8. 社会事業本質論争と政策論／運動論的社会福祉論 

9. 社会福祉経営論と福祉改革期の政策理論 

10. 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と福祉理論 

11. 地域福祉論の台頭と福祉政策理論 

12. 新しい福祉政策理論の挑戦／厚生経済学と福祉 

13. 福祉国家の興亡と福祉国家論 

14. 福祉国家の比較検討と２１世紀の福祉国家の展望 

 

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） 

レポート試験(Report 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 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席及び授業態度 30%,リアクションペーパー10%) 

 

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してください。（2016 年度から社会福祉士
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国家試験受験を想定した専門科目として位置づけられています。） 

 

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） 
柴崎 祐美(SHIBASAKI MASUMI) 

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。  

 

Students will develop the ability to think about methods of care and welfare for the elderly, while understanding the outline of 

the long-term care insurance systems, and progress for aging in the future.  

 

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。  

 

Long Term Care Insurance, created in 2000, was established as a social insurance mechanism to meet the needs of elderly 

people. Students will learn about and understand the future of the Long Term Care Insurance system, as well as future issues in 

nursing care for the elderly, as the unprecedented aging of society advances.  

 

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. 介護保険制度導入の背景と全体像  

3. 介護保険制度における組織及び団体の役割 

4. 介護保険サービスの体系 

5. 介護保険サービスの利用 

6. 地域包括ケアシステムと地域共生社会 

7. 医療と介護の連携  

8. 介護保険制度と権利擁護  

9. 家族介護者の実態と家族介護者支援  

10. 介護保険制度と他の制度との関係(老人福祉、生活保護)  

11. 介護保険制度と他の制度との関係(障害者総合支援法） 

12. 介護保険制度の変遷 

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  

 

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。  

・厚生労働省及び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 等のホームページを参照し、介護保険制度に関する動向を把握するようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー、授業で指示した提出物(70%)/最終レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (グループによる中間発表、リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は適宜示す。 

 

参考文献（Readings） 

1. 芝田英昭編著、2019、『新版基礎から学ぶ社会保障』、自治体研究社 (ISBN:4880376914) 

2. 東 康祐 ,  原 葉子編集、2019、『高齢者に対する支援と介護保険制度 第 5 版』、弘文堂 (ISBN:433561196X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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します。 

リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

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・事業所等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。 

 

Deepening understanding of the basic structure of various organizations, such as welfare facilities, organizations and businesses 

involved in providing social welfare services, and their roles and functions. Learning about today's problems based on examples, 

and through comparisons of how these organizations differ from organizations organized under other purposes. 

 

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。 

 

In an era when improvements in the quality of social welfare is necessary, attention is focused on "management", and 

management functions in the organization. In this lecture, while learning basic theory on ideal welfare service provider 

organizations, and present roles, including topics provided by guest speakers and case studies, students will deepen their 

understanding of both theory and practice, while considering the characteristics of welfare services. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉サービス提供組織の実情 

2. 特定非営利活動法人の概要と課題 

3. 社会福祉法人の成立過程と課題 

4. 組織におけるマネジメントの課題 

5. 他業種に学ぶ組織と経営の基礎知識 

6. サービス提供組織と人材育成（１） 

7. サービス提供組織と人材育成（２） 

8. サービス提供組織の実際 

9. サービス提供組織における財源問題 

10. コンプライアンスとガバナンス 

11. 福祉サービスの情報活用を巡る課題 

12. 地域に開かれた組織の課題と方法論 

13. 当事者による福祉マネジメント 

14. 福祉サービスの質の向上と市民参加 

 

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） 

リアクションペーパー(40%)/授業内確認小テスト(30%)/最終レポート(30%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)80%, 平常点(In-class Points)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，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)） 
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注意事項（Notice） 
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■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。 

 

In social welfare, the importance of consciously and intentionally handling “information” will be understood, with the logical and 

critical thinking essential for multi-sector collaboration and cooperation, along with learning about consensus building among 

various actors and “zero-based thinking” essential in the methodology for setting and solving problems. 

 

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（地域共生社会）」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。 

 

With the enactment of the Medical Care and Long Term Care Insurance Acts (Revised Medical Care Act and the Revised Care 

Insurance Act), differentiation and strengthening of hospital bed functions and construction of community integrated care 

systems have been advanced. In addition, based on the concept of “integrated support for all generations, in all target areas 

(coexisting communities)” as shown in “The project to examine new welfare service systems” from the Ministry of Health, Labor 

and Welfare, the promotion of multi-sector collaboration and cooperation is necessary to shift from individual hospitals and 

facilities, to complete community medical and nursing care in cross-disciplinary welfare. 

Welfare and care as specialist professions, require the “collection and analysis of data” concerning the privacy of the user 

(patient), to connect the necessary support services such as medical care, nursing care and living support, in order to support 

solutions to problems of users (patients) through “utilization of data”. In this class, with the key word “information, we will re-

examine these practices, learning the concepts and skills necessary for multi-sector collaboration and cooperation. 

 

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① 

4. 情報化② 記録 

5. 個人情報保護① 

6. 個人情報保護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 

10. 思考法① クリティカル思考 

11. 思考法② 論理的思考等 

12. 業務効率化① 

13. 業務効率化② 

14. 全体の振り返り 

 

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。 
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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） 

 

 

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。 

 

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の形成・拡大と、雇用創出効果等を検証するとともに、ＡＩ・ＩＣＴ・介護ロボット等の先進技術

の導入、サービスの生産性向上等の産業としての発展、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、次世代を担う人材の育

成に寄与する。 

 

Understanding the position of the welfare industry (“silver service”) in Japan’s social security system, the historical background 

of promotion, the present situation, issues, and future prospects while students examine growth of the market and the state of 

management in the welfare industry, job creation effects, we will learn about the introduction of advanced technologies such as 

AI, ICT, and nursing care robots, improving service productivity, and further development in overseas markets. In addition, we 

will contribute to the development of human resources who will be responsible for the next generation, learning about past 

administrative measures and the private sector’s efforts to improve the sound development and quality of the welfare industry. 

 

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、厚生労働省はじめ関係省庁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、ＡＩ・ＩＣＴ・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福祉産業（シルバーサービス・ヘルスケア

等）の将来展望について学習する。 

 

In Part 1, students will learn about silver service promotion efforts in Japan, and the background to these efforts. In Part 2, we 

will learn about the current situation and issues, while examining various data from the Ministry of Health, Labor and Welfare, as 

well as from related ministries, concerning the development status of the silver service since the Long Term Care Insurance 

system was enacted. In Part 3, we will learn about market entry from different industries, from the introduction of cutting-edge 

technologies such as AI, ICT, and nursing care robots, to future design of integrated community care. Furthermore, among 

service industries, now accounting for more than 70% of Japan's gross domestic product (GDP), growth in the medical and long-

term care sectors is expected to be high, and so students will study productivity improvements and expansion into overseas 

markets, including future growth in silver service. 

 

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の歴史 

2. シルバーサービス振興の歴史と施策の動向（「福祉産業論とは？） 

3. 我が国の経済・財政の変化と社会保障制度改革  

4. 介護保険市場の下での介護事業者・施設等の動向と経営上の課題  

5. これまでの介護保険制度見直しの経緯と今後の方向性 

6. 地域包括ケアシステムの構築と「地方分権」の試金石としての意義 

7. 「サービス」の可視化と質の確保のための施策展開（消費者保護を中心に） 

8. 福祉用具分野、ヘルスケア分野で試されている社会保障と市場機能の融合 

9. 高齢者施策における「居住環境」の重要性と住み続けるための機能 

10. 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及び外国人介護人材の活用 

11. 介護分野における先端技術の活用（ICT,AI,介護ロボット等）とサービスの生産性向上 

12. 生産年齢人口（労働力）の減少への対応と「一億総活躍社会」、「地域共生社会」の真意 

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 
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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 

〇生活と産業の関わりについて、自らの日常生活場面で考察しておくこと 

○授業中に予習事項について聴取したり、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) 

5. 筒井孝子、2019、『地域包括ケアシステムの深化』、中央法規出版 (ISBN:ISBN978-4-8058-5941-4) 

6. 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) 

7. 山崎史郎、2018、『人口減少と社会保障』、中央公論新社 (ISBN:ISBN978-4-12-102454-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内閣府「高齢社会白書」   

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/zenbun/30pdf_index.html 

厚生労働省「介護保険制度の概要」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

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，ケアマネジメントの実践の方法について

学ぶ。 

 

Understanding the basic philosophy and purpose of care management, empowering users, and learning the practical methods of 

care management that support independence. 

 

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。

高齢者を中心に多様なケアマネジメントの事例を通して，ケアマネジメントの実践方法と課題について考察する。 

 

Based on the basic philosophy and purpose of care management, we will explore the processes and specific methods of care 

management from intake to final outcome. Using various case studies focusing on care management for elderly people, we will 

consider care management practice methods and issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ケアマネジメントの背景と定義 

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・構成・過程 

4. ケアニーズの把握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. ケアチームの組成 

7. ケアマネジメントのモニタリング・記録，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・グループホームのケアマネジメント 

11. 多様なケアマネジメントの展開－ケアプラン演習－ 

12. 多様なケアマネジメントの展開－ケアプラン演習－ 

13. 多様なケアマネジメントの展開－ケアプラン演習－ 

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） 

ケアマネジメントの過程と手法が段階的に学べるようなプリントや資料を配布するので，必ず読んで， 分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に取り組むときに活用できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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） 

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、2015 年、『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（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） 
更生保護行政の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
柳沢 真希子(YANAGISAWA MAKIKO) 

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） 

更生保護は，実際に社会生活を営む中で，犯罪や非行からの立ち直りを目指す人たちを支えるための仕組みである。さまざまな

生きづらさを抱える人たちが，再び社会の一員として，その持てる力を発揮できるようになるために必要なことは何かを考察す

る。 

 

Offenders’ rehabilitation is a mechanism that supports people who aim to recover from crime and delinquency, while actually 

engaging in social life. We will examine what is necessary for people with lives of various difficulty, to re-enter society while 

maintaining the ability to manage. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現下の更生保護の課題を明らかにしつつ，罪を犯した人の立ち直りを図るための制度を解説する。また 更生保護官署における

処遇の実際について，具体例を交えて紹介することで，司法福祉分野に関心を持つ方が“人が変わっていく”ということはどういう

ことなのか，また，その中で専門職が担う役割について考えるきっかけを提供する。 

 

While highlighting issues within the present offenders’ rehabilitation, we will explain the system aiming to rehabilitate criminals. In 

addition, we will introduce the actual conditions of the treatment in offender rehabilitation, with specific examples, and asking 

what it means that those interested in the legal and welfare fields will change people, as well as providing an opportunity to 

think about the role to play in the profession. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 更生保護とは何か 

 ～なぜ司法において，福祉の視点が必要なのか～ 

2. 刑事司法の中の更生保護 

 ～なぜ“社会内処遇”なのか～ 

3. 更生保護の担い手 

 ～なぜ更生保護には，多くのボランティアの協力が欠かせないのか～ 

4. 仮釈放等 

 ～刑務所等に入所した者が再び社会に溶け込むための課題～ 

5. 保護観察① 

 ～社会内処遇としての保護観察制度～ 

6. 保護観察② 

 ～犯罪・非行をした者に関する“見立て”と，変化を後押しするための諸施策～ 

7. 保護観察③ 

 ～保護観察における面接～ 

8. 刑の一部の執行猶予制度と薬物依存対策 

 ～一部猶予制度のねらいと，薬物依存からの回復を支える社会の在り方～ 

9. 更生緊急保護 

 ～刑務所等からの満期釈放者と，福祉的支援が必要な者に対する取組～ 

10. 現下の刑事政策上の課題とその解決のための施策 

 ～再犯を繰り返す者に手を差し伸べることにより得られるもの～ 

11. 犯罪被害者施策と恩赦 

 ～犯罪被害者と加害者が地域で共に暮らすために考えたいこと～ 

12. 心神喪失者医療観察制度 

 ～精神障害のある者の他害行為に対する取組～ 

13. 地域社会の一員としての保護司 

 ～保護司の話を聴く～ 

14. “人が変わっていく”ということ 

 ～人によりよい変化をもたらすために私たちができることを考える～ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

罪を犯した者，その家族，犯罪被害者等をテーマにした小説に数多く触れるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (グループワークでの考察内容の提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 清水義悳・若穂井透編著、2018、『INERVA社会福祉士養成テキストブック 更生保護 第２版』、ミネルヴァ書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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とともに，リハビリテーションの概念も変化してきました．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

められています．現代社会が求めるリハビリテーションの理念とその実践について理解を深めます．  

 

With the progress of medical care, social and economic change, along with people’s sense of values, the concept of 

rehabilitation has changed. Rehabilitation is required not only to support the physically disabled, but also to support the lives of 

children with developmental disabilities, mental disorders and elderly people with dementia. Understand the principles and 

practices of rehabilitation that modern society requires.   

 

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します．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す．  

 

An overview of the concepts, history, and processes of rehabilitation, providing an introduction to the subject. 

The focus of the lecture will be the practice of medical rehabilitation for various specific diseases and disorders.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

リハビリテーションの理念，リハビリテーションの対象領域と主要疾患 ，基本用語と基礎知識 

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. パーキンソン病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. 高齢期のリハビリテーション１ 

10. 高齢期のリハビリテーション２ 

11. 精神障害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. 発達障害へ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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

2/3 以上の出席がないものは成績評価の対象としない 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 落合慈之、2016、『リハビリテーションビジュアルブック第 2 版』、学研メディカル秀潤社 (ISBN:978-4-7809-1193-0) 

 

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。 
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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。 

 

To understand the final stage of development, from the psychological element, learning about psychological understanding and 

communication methods in support situations for the elderly. Based on this knowledge, students will eventually deepen 

understanding of psychological support for the elderly with dementia. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、（１）前回の振り返り（質問への回答、復習問題への解答と解説）:20 分、（２）授業内容についての講義と演習：70 分、

（３）リアクションペーパーによるまとめ:10 分程度で構成される。 

講義・演習はパワーポイントを使用して行う。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。 

 

This class consists of (1) Review of previous session (answers to questions and commentary) :20 minutes, (2) Lecture and 

exercises on class content: 70 minutes, (3) Review with reaction papers :10 minutes. 

Classes and seminars will be conducted using PowerPoint. The class content covers three areas, (1) Physiological aging and 

psychology, (2) Aging and psychology in society, (3) Understanding of dementia and psychological support. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，高齢者の心理的理解の基礎 

2. 加齢による身体機能・感覚機能の変化と心理 

3. 認知・記憶機能の加齢変化 

4. 知的機能の加齢変化／加齢研究の方法 

5. 性格（パーソナリティ）の加齢変化／心理的適応 

6. 老年期の QOL（生活の質） 

7. 高齢者を取り巻く社会的環境と心理的影響 

8. 老年期の新たな社会的リスク：特殊詐欺の被害の理解 

9. 心理的支援の基本的方法 

10. 認知症の理解 

11. 認知症に関するアセスメントの理解 

12. 認知症高齢者の心理的理解と支援 

13. 認知症の人の周囲の人の心理的理解と支援 

14. 認知症ケアの心理学的理解 

 

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

原則、前の回に授業資料や予習問題を配布するので，予習問題について解答した上で授業に出席すること。小レポート課題を３

回出題する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(46%)/毎回の授業内課題 （4.5 点×12 回）(54%) 

筆記試験は選択式で知識を問う設問。小レポートは 3 回出題。リアクションペーパーは毎回 10％程度について１点を加点（上限

５点） 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (小レポート（３回）15%,リアクションペーパー5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回，資料を配付する。 

 



 - 255 - 

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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■IB355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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 

(Disability and Development) 

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） 
人数制限 100 名 

 

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。 

 

Deepening understanding of movements in the field of disability in international social development, and the efforts to realize 

rights for persons with disabilities. From the perspective of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, we will 

consider the roles of various supporters and disabled people themselves, and approaches outside of the welfare framework. 

 

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拒むのか、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

や改善策を検討する。 

 

What is development, what is disability (a disabled person), and why are there challenges in dealing with disability problems? 

What kind of approaches are there, and who is development for? What issues does development deny, and what is the present 

situation and issues in developing countries? These will be investigated in group discussions with solutions and improvements 

proposed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 障害とは何か？世界の中の障害者 

3. 障害者権利条約の意義と内容 

4. アクセシビリティ 

5. 障害者運動、自立生活運動 

6. 国際社会開発と障害者 

7. CBID（CBR) 

8. 障害者の貧困と貧困削減 

9. 開発をはばむもの 

10. 障害と開発実践事例 

11. 様々な行為者の役割① 

12. 様々な行為者の役割②／途上国での実践事例① 

13. 途上国での実践事例② 

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(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(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)） 

 



 - 257 - 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 258 - 

■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） 
井上 健朗(INOUE KENRO) 

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） 

 保健医療領域におけるソーシャルワークの理解を深める。疾病やけがによって起こる生活障害とはどのようなものがあるか理

解し、どのようにソーシャルワーク援助が展開されるのかを理解する。事例を基に考え、評価、支援計画の立案できる基礎的な力

を身につける。 

 

Deepen understanding of social work in the health care area. Understanding what kind of life problems are caused by illness or 

injury, and what social work assistance is being developed. To acquire the basic ability to think based on examples, make 

evaluations and devise support plans. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 事例や資料を教材として活用しながら、疾病や怪我をきっかけに起きる生活障害を理解し、また患者や家族の心理社会的側面

に関心をよせるソーシャルワーカーの視点を解説する。さらに生活問題や福祉問題への介入の具体的方法を事例や資料を基に

考える。ソーシャルワークの介入は社会科学的な視点から提供されるものであり、正答は一つとは限らないことを理解しながら、

基礎的な理解に裏付けられた介入の多様性を考える講義としたい。 

 

Using case studies and source documents as teaching materials, students will understand the life problems caused by diseases 

and injuries, commenting on the perspectives of social workers interested in the psychosocial aspects of patients and families. 

Furthermore, we will consider methods of intervention for life and welfare issues, based on case studies and source materials. 

Intervention in social work is provided from the viewpoint of social sciences, and in this lecture we intend to consider a variety 

of interventions, supported by the basic understanding that there is not only one correct answer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 日本の医療制度  

諸外国との比較から、私たちの国の医療を理解する 

2. 診療報酬制度の理解  

病気やけがをした時の受診行動から診療報酬制度を理解する 

3. 保健医療分野におけるソーシャルワーク  

周産期医療センターにおけるソーシャルワーク援助の事例から、医療機関にソーシャルワーカーがいる意味について考え

る 

4. 疾病と生活障害 

救急医療センターにおけるソーシャルワーク援助の事例から、疾病と生活障害について理解する 

5. リハビリテーション・プロセスの理解 

リハビリテーション領域におけるソーシャルワーク援助の事例から、リハビリテーション・プロセスおよびリハビリテーション・

ソーシャルワークについて理解する 

6. 社会資源の活用 

呼吸機能障害の方へのソーシャルワーク援助の事例から、ソーシャルワーカー介入の意義と社会資源の活用について理

解する 

7. 死生観をめぐる援助と専門職倫理 

人生の終末期における医療に関する意思決定支援の事例から、死生観をめぐる援助と専門職倫理について理解する 

8. メンタルヘルスとソーシャルワーク 

救急医療センターにおける自殺企図者への介入事例から精神的な課題を抱えるクライエントへの支援を理解する 

9. セルフヘルプグループの活用 

失語症友の会、脳卒中患者家族会の支援事例からセルフヘルプグループの活用そして当事者論を理解する 

10. 退院支援の仕組みつくり 

退院支援の仕組みつくりの事例から、院内組織への介入と地域支援システムへの介入を理解する 

11. 在宅医療とソーシャルワーク 

在宅ケアチームと協働したソーシャルワーク援助事例から在宅医療におけるソーシャルワークについて理解する 

12. 虐待事例への介入 

小児虐待に対して、ソーシャルワーカーが参画し、組織的な対応体制を形成した事例から、虐待事例への介入の戦略を理

解する 

13. 保健医療領域におけるソーシャルワーカーの知識と技術 
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14. 保健医療分野にソーシャルワーカーがいる意味 総括 

 

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援助事例と患者、当事者の手記などをそれぞれ一冊づつ読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/ディスカッションへの参加姿勢(20%) 

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） 

1. 日本医療社会福祉協会、2017、『保健医療シーシャルワーク-アドバンス実践のためにー』、中央法規 (ISBN:978-4-8058-

5524-9) 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メンタルヘルスの基礎知識 

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。人に関わる仕事をする為の基礎を身に着けることを目指します。 

 

An overview of mental health. The aim is to learn the basics of working with people. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もし自分だったら？という、臨床的な視点を大切にします。 

心身のメカニズムが明らかになり情報が豊富になっている分野ですので、知識も考え方も、整理しながら学びましょう。 

 

If it were yourself? A clinical point of view valued in this manner. 

Since the mind-body mechanism has been elucidated, the field is rich in data, and students will learn while organizing knowledge 

and ideas. 

 

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。現状を知る事で今後の課題を考えよう。 

2. ライフスタイル論と各年代の課題を知る。 

3. ストレス反応やうつ病について、心身の仕組みを学ぶ。 

4. 心の習慣について学び、変化や成長の可能性を探る。 

5. 相談が効果を上げる為の工夫や、治療が受け入れられる為に必要な理解を学ぶ 

6. 認知行動療法についての概論 

7. 発達障害の理解と支援 

8. 精神科疾患の診断や症状 

9. 産業場面でのメンタルヘルス対策。過労死、ハラスメントを知る 

10. 組織の心理学について。帰属・バイアス・リーダーシップなど、心の力学を知る 

11. 高齢者の健康と精神疾患 

12. 愛着障害と家族の問題 

13. ダイバーシティ・マイノリティの心理学 

14. 人に関わる仕事をする人のセルフケア 

 

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

＜自習のすすめ＞ 

身近な話題に結び付けて勉強しましょう。視野が広場り、自分の心の栄養素も見つかると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート ２回程度(50%)/授業内テスト(50%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (平常点 25%,中間レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠藤利彦 他、2018、『よくわかる情動発達』、ミネルヴァ書房 

2. 無籐隆 他、2018、『よくわかる発達心理学』、ミネルヴァ書房 

3. 子安益生、2018、『よくわかる認知発達とその支援』、ミネルヴァ書房 

4. 篠崎英夫、2017、『精神保健学序説』、へるす出版   

5. 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 
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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。 

 

Along with treatment, rehabilitation and prevention of mental disorders, we will deepen understanding of how to maintain and 

improve mental health, together with the various activities, institutions and measures that contribute to it. 

 

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。 

 

In order to consider mental health and pathology, it is necessary to grasp multiple aspects, such as individual characteristics, 

interaction with people and things, social conditions (institutions, prejudice) along with changes over time. We will also discuss 

support for professionals, such as stress coping, and collaboration among various types of staff and sectors, as well as hearing 

from guest speakers. 

* Content may be moved in the schedule to accommodate guest speakers. 

 

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 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/感想提出（出席）(40%) 

評価の配分は平常点(40％)，レポート試験(60％)とするが、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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー・出席 40%) 

 

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) 
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適宜講義内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主に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。理解を深めるため必要に応じて実習（ワークシート、

グループワーク、ロールプレイなど）を行う予定となっており、積極的な受講態度が期待される。 

 

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。 

 

Students will learn the history of mental health welfare, as well as theories related to counseling support. In addition, we will 

specifically understand how to develop counseling support practices in the community. 

 

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。 

 

Among the support skills related to mental health and welfare, we will focus on counseling support activities for people with 

mental illness, as practiced in the community, and about various projects and measures for residents. The teaching method will 

not be a one-sided lecture, but will be conducted in an interactive manner by utilizing various practical case studies, along with 

exercises to share opinions. This class is a mandatory subject for the National Psychiatric Social Worker Examination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健福祉領域に関する概要説明～授業の達成目標の確認と合意～   

2. 精神保健医療福祉の歴史と法制度～精神保健福祉法について～  

3. 精神保健医療福祉に専門職種～精神保健福祉士の専門性～ 

4. 精神障害者の人権と権利擁護 

5. 精神障害者に関連する近年の法律と政策 

6. 精神障害者への支援の理念と現状  

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. 相談援助活動における多機関連携の必要性 

10. 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～ 

11. 会議・事例検討会の効果的な運営～協働を促すために～ 

12. 地域をアセスメントする方法  

13. 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 

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 

 

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） 

リアクションペーパー(40%)/小テスト(20%)/最終テスト(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパーの内容 30%,授業の参加態度 10%) 

 

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)） 
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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。 

 

Regarding the development of theory and counseling support for mental health welfare, we will study specific counseling support 

activities, such as those engaged in by psychiatric social workers in medical institutions or in community welfare, while 

questioning one’s own stance. 

 

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。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。 

 

Introducing psychiatric rehabilitation and counseling support activities in the fields of mental health, welfare and medicine, 

through theory, audiovisual materials and experiential learning. In addition, students will understand psychiatric illnesses and 

disorders on the human level, reflecting on their own attitudes. In addition, this class is a required designated subject for 

certification for the national psychiatric social worker examination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神科疾患、精神障害、精神保健福祉医療の全体像を掴む 

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、オープンダイアローグ 

 

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

きちんと見、聴き、感じ、知り、考える、対人的姿勢を意識し続けてほしい。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（テーマあり）(50%)/体験授業への積極的参加(30%)/レポート(20%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席・リアクションペーパーの内容 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業前日までに添付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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ＷＲＡＰ体験については当事者を呼ぶ予定のため、講義の順序が変わる場合がる。 

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資格取得を考えていない方でも、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 

ー精神障がいを持つ人も持たない人も社会で共に生きる方法 

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精神障がいをもつ人の生きることを支援するうえで必要な「リカバリー」という考え方を説明することができる。 

②精神障がいをもつ人や家族に対するリカバリー志向の支援方法を体系的に学び、共に生きる社会をつくるために必要な知識

や基本的視点を身につける。 

③精神障がい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、多様な支援方法を理解し、福祉

コミュニティの形成に参画・協働するための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。 

 

(1) We can explain the concept of “recovery” that is necessary for those who want to become social workers (Psychiatric 

Social Workers and National Certified Social Workers), and citizens supporting the lives of those with mental disabilities. 

(2) We will learn recovery-oriented support methods for people with mental disabilities and their families, acquiring knowledge 

and basic skills needed to create a society where we can live together. 

(3) Understanding the Psychiatric Social Workers' perspectives, and the foundational theories and various support methods in 

the rehabilitation of people with mental disabilities, acquiring practical knowledge to participate and collaborate in the formation 

of welfare communities. 

The above aims are related to the integrated acquisition of knowledge and skills for understanding the necessary methods and 

techniques of assistance for social workers (Psychiatric Social Workers and National Certified Social Workers), who are 

specialized interpersonal support workers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神科リハビリテーションとは、精神障がいをもつ人や家族が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

行う専門的な支援の事例、ソーシャルワーク専門職の役割、根拠となる理論、アプローチ、考え方を講義します。授業が双方向的

になるよう、ワークを取り入れ、受講生が考えを述べる機会を多く設けます。教員の問いについて、考えたことを発表し合う対話を

通して各回のテーマに検討を加えながら、講義を進めます。「あなたはどう思うか」主体的に発言していただき、精神障がいをもつ

人ともたない人が共に生きる社会をつくるため、必要なことは何なのか、専門職、市民、社会の立場から考えられるように進めま

す。 

 

Psychiatric rehabilitation is support for people with mental disorders and for their families to have hope and be able to live. In 

this class, lectures will be given on practical cases of recovery-oriented specialized support, and the role of professionals, with 

underlying theories, approaches and thinking. We will give time to think about work experience, and questions as much as 

possible so that classes are interactive. In questions to the tutor, a presentation will be made with respect to student ideas and 

feelings. The tutor will explain after we learn from the ideas of other students. We will ask students to share independently, 

“what do you think?” What is necessary to create a society where people with and without mental disorders live together, 

thinking from the standpoint of professionals, citizens and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義と対話：リカバリーと社会背景 

ーそもそも「健康」とは何か、WHOの健康の定義の批判的検討 

2. 講義と対話：リカバリー概念の主流化 

ー精神疾患、ニーズの増加、客観的リカバリーと主観的リカバリー、希望を持って生きるための考え方 

3. 講義と視聴覚学習：地域におけるリカバリー 

ー社会的入院から地域生活の支援へ、社会的ネットワークの強化、訪問型支援の事例から学ぶ 

4. 講義と対話：アルコール依存を持つ人のリカバリー 

ー孤立の病、依存症とは、アルコールへの依存、ハイリスク飲酒について考える 

5. 講義と対話：薬物依存を持つ人のリカバリー 

ー「ダメ、絶対」からハームリダクションへ、司法と福祉、つながりを取り戻す 

6. 講義：当事者主体のリカバリー 

ーピアサポート、セルフヘルプグループ、 自助グループ、AA,ダルクの支援  
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7. 講義と対話：働く人のリカバリー 

ー職場のメンタルヘルスと産業分野のソーシャルワーク、リワーク、多様な働き方 

8. 講義とワーク：リカバリー志向のアプローチ 認知とは何か 

ー認知の歪み、辛くなる考え方、自分自身のものの捉え方の特徴に気づく  

9. 講義とワーク：認知行動療法的なアプローチを体験する 

ー認知の修正、問題解決技能訓練をやってみよう 

10. 講義と視聴覚学習：  SST（ソーシャル・スキルズ・トレーンング）によるリカバリー 

ー認知や行動へ働きかける SSTについて前田ケイの実践から学ぶ 

11. 講義： 精神障がいを持つ人の家族のリカバリー 

ー保健所、精神保健福祉センターでの相談、家族学習会（Family to Family)、家族心理教育（FPE) 

12. 講義：死にたいほどの辛さを抱える人のリカバリー 

ー自殺予防と自殺対策の現状 地域での取り組み メンタルヘルスの重要性 

13. 講義とワーク：ソーシャルワーカーにできる自殺予防 

自殺の危機にあるクライエントへの支援に備える 

14. まとめ 

これまでの学習を振り返り、まとめる 

 

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がいやメンタルヘルス問題、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、関心を持

つ習慣をつけてください。 

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率直に書いてください。次

回の授業で、前回のリアクションペーパーの内容について簡単に紹介、コメントします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内で指示した課題 3 回分(20%) 

指定回数以上の欠席は単位不可とします 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席および授業態度 50%) 

3 分の 2 以下の欠席は単位不可となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使った資料のデータは、アップします。 

 

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. 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３版』、中央法規 

3. 前田ケイ、2014、『基本から学ぶ SST 精神の病からの回復を支援する』、星和書店 

4. ダルク、2018、『回復する依存者たち』、明石書店 

5. 精神保健福祉医療白書編集委員会、2018、『精神保健福祉医療白書 2018・2019』、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、精神障がいをもつ方や家族

への支援、精神障がい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に加え、学生への質問やワークを数多く行います。教員の質問に

対して考え、答えを書く、発表する、他の学生の発表内容に関心を持つなど、学習者としての主体的な実践を求めます。書くこと

があるので、ノートを持参してください。 

なお、精神障がいをもつ人の回復や支援に関心があれば、特段の知識がなくても受講歓迎します。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、次回の授業時に簡単にコメントをします。 

 

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） 

福祉学科専用科目コード 

コミュニティ政策学科用科目コード IC335 

他学部生・スポーツウエルネス学科は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

With an overview of the current state of society, and awareness of potential welfare issues, we will consider the ideal welfare 

society that recognizes diverse ways of life rooted in the idea of human rights. 

 

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。 

 

First, we will outline the various living issues in contemporary society in relation to social welfare, and from the perspective of 

grasping the relationship between welfare and society, we will discuss the position of welfare sociology. Next, we will show the 

formation and development process of the welfare state, lecturing on themes related to welfare, and the problem of social 

exclusion arising in the social structure of capitalism, and the possibility of a welfare society that recognizes and includes the 

various ways of life of those on the periphery of society. 

 

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. 福祉国家の変容と福祉社会 

6. 日本にみる福祉国家 

7. 福祉と人権① 

8. 福祉と人権② 

9. 社会的排除 

10. グローバリゼーションと福祉 

11. 多文化社会における移住生活者 

12. 多文化社会を生きる移住女性 

13. 多文化社会と地域福祉 

14. 社会変革とコミュニティ 

 

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)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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) 

3. 朝倉美江、2017、『多文化共生地域福祉への展望－多文化共生コミュニティと日系ブラジル人』、高菅出版 
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(ISBN:9784901793766) 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 恵(KANNO KEI) 

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 IC361 

 

授業の目標（Course Objectives） 

家族の問題は多様化、複雑化し、対応の難しい事例が増えている。本講義では、家族を取り巻く現代社会の諸問題に触れなが

ら、家族援助の実際と実践のあり方について理解を深めることを目的とする。 

 

Family problems are becoming more diverse, and more difficult to tackle. The aim of this lecture is to deepen the understanding 

of actual, practical methods of family support, while touching on the problems of in modern society surrounding the family. 

 

授業の内容（Course Contents） 

児童養護施設や教育現場でカウンセラーとして家族援助に携わった経験を踏まえ、事例を紹介しながら実践に役立つ知見を身

につけていく。子どもや家族の心の問題、発達障がい、精神疾患なども扱う。VTR視聴などを通して、主体的な気づきを促すよう

な内容を目指す。 

 

Based on the experience of family support counselors in child welfare institution and educational settings, we will examine case-

studies, acquiring knowledge useful for practice. Tackling the mental problems of children and families, developmental disorders 

and mental illness. Aiming for content that encourages self-directed awareness through VTR viewing etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（家族援助論とは） 

2. 社会の歪みと家族の変容 

3. 子どもの援助とアセスメント（発達障がいも扱う） 

4. 家族の援助とアセスメント（精神疾患も扱う） 

5. 子どもと家族への援助（1） 児童相談所、児童福祉施設、里親など 

6. 子どもと家族への援助（2） 学校、いじめ対策など 

7. 児童虐待と家族（1） 

8. 児童虐待と家族（2）   

9. 児童福祉施設と家族援助（1）  

10. 児童福祉施設と家族援助（2） 

11. 困難さを抱える家族へのアウトリーチ（1） 児童虐待、貧困など 

12. 困難さを抱える家族へのアウトリーチ（2） ひきこもりなど  

13. 家族援助に関連する法律、まとめ 

14. まとめ 

 

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

家族援助に関連する新聞記事や書籍、論文などに触れること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

2020 年 4 月以降に出版された新刊をテキストあるいは参考文献として初回授業（ガイダンス）で指定する場合がある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅野  恵、2017、『児童養護施設の子どもたちの家族再統合プロセス』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4589-5) 

参考文献は授業でも適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・初回のガイダンスと最終回の筆記テストは必ず受けること。 

・筆記テストは，授業を 7 割以上受講し内容をよく理解したうえで受験することを求める。 

・授業計画に変更が生じた場合，授業にてお伝えする。 
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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） 
林 亜美（HAYASHI AMI) 

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） 

コミュニティ政策学科用科目コード IC363 

他学部・スポーツウエルネス学科は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目的はジェンダー視点から日本におけるこれからの労働・雇用のあり方を考える力を養うことである。非正規雇用や長

時間労働などの現代日本が抱えている雇用劣化や貧困問題ならびに連動して進められている社会保障制度などを学ぶ。 

 

This course is designed to help students develop their ability to think independently about the future of Japan’s employment 

and working environment through a gender perspective. To do so, we will learn about deteriorating employment conditions, and 

growing poverty in contemporary Japan, due to the rise of irregular employment and long working hours, while studying related 

advances in the social security system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の雇用システムの特徴を理解した上で、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

りあげて学習することで、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。そして、日本における男性稼ぎ主

型の家族モデルを前提とした働き方の限界と 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。  

 

After learning about the characteristics of Japan's employment system, we shall highlight the ongoing changes in employment 

and labour market policy by studying several examples in Japan, and examine how the characteristic of Japan’s postwar 

employment system are collapsing. We will also understand the limits of working environments premised on a male bread-winner 

family models, and the urgent necessity to review the welfare state system established in the second half of the 20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本の労働市場と失業 

3. 労働保険（1）雇用保険 

4. 労働保険（2）労働者災害補償保険 

5. 能力開発事業と公共職業訓練 

6. 雇用政策と女性 

7. 貧困と所得格差 

8. 公的扶助（1）生活保護と就労支援 

9. 公的扶助（2）生活困窮者自立支援 

10. 社会福祉（1）社会福祉とひとり親支援 

11. 社会福祉（2）子ども・子育て支援 

12. 社会福祉（3）障害者の雇用と就労支援 

13. 雇用と福祉の展望 

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)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず、必要な文献は授業で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大沢真理、2014、『生活保障のガバナンス ジェンダーとお金の流れで読み解く』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17394-1) 

2. 駒村康平・山田篤裕・四方理人・田中総一郎・丸山桂、2015、『社会政策 福祉と労働の経済学』、有斐閣アルマ (ISBN:978-

4-641-22058-4) 
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3. 筒井美紀・櫻井純理・本田由紀編、2014、『就労支援を問い直す 自治体と地域の取り組み』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-

60266-7) 

4. 濱口桂一郎、2018、『日本の労働法政策』、独立行政法人労働政策研究・研修機構 (ISBN:978-4-538-41164-4) 

5. 椋野美智子・田中耕太郎、2020、『はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第 17 版』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-

22164-2) 

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） 

福祉学科専用 

コミュニティ政策学科科目コード IC370 

他学部・スポーツウエルネス学科は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

The purpose of this lecture is to examine the possibilities and problems of volunteers, examining case-studies of volunteer 

activity related to disasters - welfare services based in local communities, and support for youth employment. 

 

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。 

 

In this lecture, we will examine case-studies of various volunteer activities, investigating the meaning of volunteer activities and 

their significance in community formation, together with ways of volunteer management for activating volunteers. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への参加度(40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業への参加状況 30%,中間レポート 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 
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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） 
遠藤 伸太郎(ENDO SHINTARO) 

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） 
CMB3250 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、ストレスを生じにくい考え方、あるいはストレスフルな状況に適切に

対処できるスキルを身に着ける。 

 

Understand basic knowledge related to stress response and cognitive behavioral theory. Learn about mindsets to ensure stress 

does not arise, and acquire the ability to cope successfully with stressful situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般に、ストレスに対する認知は様々であるため、同様な環境においても健康やウエルネスレベル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、内的には大きな変化が生じうる。本講義では、まずメンタルマネジメントについての基礎的

スキルを身に着け、次にポジティブ心理学の発想法や先人の知恵からよりよく生きるためのヒントを学ぶ。 

 

In general, health and wellness levels will vary among individuals even in similar environment as perceptions of stress vary. Also, 

changing one’s sense of values such as one’s view of life, can lead to significant changes internally. In this course, students will 

acquire basic skills in mental management and learn tips for a better way of life from the ideas of positive psychology and the 

wisdom of our predecessors. 

 

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 

4. ストレスと首尾一貫感覚 SOC 

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. アサーションスキルⅠ 

9. アサーションスキルⅡ 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/講義内に提示する課題等(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)） 

「スポーツウエルネス心理学」や「ストレスマネジメント」等の講義と重複する部分があるので留意されたい。 
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また、最低限の出席回数を満たしていても、最終レポートやリアクションペーパー等課題の内容が基準を満たさない場合には単

位を取得できない場合があるので、十分に注意したい。 

学生の興味・関心、世相を踏まえ、内容を調整する可能性がある。 

 

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） 
石渡 貴之（ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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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） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■IB506 

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） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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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■IB582 

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，個別並びに集団指導を通して、相談援助に関わる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。 

 

As well as understanding the meaning of counseling support training, students will acquire practical understanding of knowledge 

and skills related to counseling support, as well as the ability to provide integrated support. 

 

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。 

 

In the practical training curriculum, prior to practical training, social work assistance techniques on-site practicum 1 and 2 are 

taken, with practical training guidance taken concurrently with on-site training in the training year. The aim is to connect the 

knowledge learned in social work assistance techniques on-site practicum 1 and 2, to fieldwork in on-site training and practice 

in the clinical settings, to check expected learning outcomes. Integrated learning in each field, precisely grasping instruction 

received in the field, along with questions and feelings, in addition to individualized instruction based on practical training notes 

in accordance with group learning. As part of the class, we will visit training sites and provide individual instruction in turn. In 

some cases, we will set a return date and provide instruction. 

 

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 
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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） 

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)） 

現場実習終了後も本授業は継続するので出席すること。 

 

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） 

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。 

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   

 

.Reflecting on the learning gained through specific experiences and activities at Fieldwork in Psychiatric Social Work, we aim for 

students to achieve an understanding that integrates practice with theory, with the following objectives. 

(1) To understand the meaning of Fieldwork in Psychiatric Social Work. 

(2) To understand the solid knowledge and skills involved in social work practice, based on the experience of placement training. 

(3) To gain the ability to deliver integrated support in social work practice.   

 

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。 

 

Preparative training will be provided on the knowledge, skills, values etc., required for Fieldwork in Psychiatric Social Work (on-

site training), with individual and group supervision provided throughout. After the training, students will present their 

impressions, experiences, thoughts and questions from their placements based on their training notes, deepening our learning 

through discussion with other students.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健福祉援助実習および実習指導における個別指導の意義  

2. 精神保健福祉援助実習および実習指導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・事業者・団体に関する基本的な理解 

8. 実際に実習を行う地域社会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. 実習における個人のプライバシー保護の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

16. 実習における守秘義務の理解 （個人情報保護法の理解を含む） 

17. 実習ノートへの記録内容および記録方法に関する理解  

18. 実習ノートへの記録方法および記録方法に関する理解  

19. 現場体験学習・見学実習 

20. 実習目標の設定（１）  

21. 実習目標の設定（２） 

22. 実習計画の作成（１） 

23. 実習計画の作成（２） 

24. 実習スーパービジョン[巡回指導含む]（１） 

25. 実習スーパービジョン[巡回指導含む]（２）  

26. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（１）  

27. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（２）  

28. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（３）  
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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） 

出席および受講態度、授業参加度(70%)/課題の提出(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） 

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） 

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。 

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 

 

Reflecting on the learning gained through specific experiences and activities at Fieldwork in Psychiatric Social Work, we aim for 

students to achieve an understanding that integrates practice with theory, with the following objectives. 

(1) To understand the meaning of Fieldwork in Psychiatric Social Work. 

(2) To understand the solid knowledge and skills involved in social work practice, based on the experience of placement training. 

(3) To gain the ability to deliver integrated support in social work practice. 

 

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。   

 

This class is required designated subject for the national psychiatric social worker examination. 

In post-placement tutorials, we will reflect on experiences of in-the-field training through the “Fieldwork in Psychiatric Social 

Work” with individual and group guidance provided. Furthermore, students will summarize the learning gained in the training, 

prepare a training report, and present to the training report session. 

 

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（評価全体総括）の参加 

 

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） 

出席及び受講態度、授業参加度(70%)/課題の提出(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） 

なし 
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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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■IB598 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IB598／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） 
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。 

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   

 

.Reflecting on the learning gained through specific experiences and activities at Fieldwork in Psychiatric Social Work, we aim for 

students to achieve an understanding that integrates practice with theory, with the following objectives. 

(1) To understand the meaning of Fieldwork in Psychiatric Social Work. 

(2) To understand the solid knowledge and skills involved in social work practice, based on the experience of placement training. 

(3) To gain the ability to deliver integrated support in social work practice.   

 

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。 

 

Preparative training will be provided on the knowledge, skills, values etc., required for Fieldwork in Psychiatric Social Work (on-

site training), with individual and group supervision provided throughout. After the training, students will present their 

impressions, experiences, thoughts and questions from their placements based on their training notes, deepening our learning 

through discussion with other students.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神保健福祉援助実習および実習指導における個別指導の意義  

2. 精神保健福祉援助実習および実習指導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・事業者・団体に関する基本的な理解 

8. 実際に実習を行う地域社会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. 実習における個人のプライバシー保護の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

16. 実習における守秘義務の理解 （個人情報保護法の理解を含む） 

17. 実習ノートへの記録内容および記録方法に関する理解  

18. 実習ノートへの記録方法および記録方法に関する理解  

19. 現場体験学習・見学実習 

20. 実習目標の設定（１）  

21. 実習目標の設定（２） 

22. 実習計画の作成（１） 

23. 実習計画の作成（２） 

24. 実習スーパービジョン[巡回指導含む]（１） 

25. 実習スーパービジョン[巡回指導含む]（２）  

26. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（１）  

27. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（２）  

28. 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理（３）  
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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） 

出席および受講態度、授業参加度(70%)/課題の提出(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） 

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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■IB602 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相談援助・ソーシャルワーク演習 

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、価値に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、社会福祉士に求められる相談

援助に係る知識と技術、価値について、演習により実践的に学ぶとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てて

いくことが出来る能力を涵養する。 

 

Practical learning through seminars of skills, values and knowledge for counseling support and social work. Deepening 

understanding of integrated and inclusive social work and local issues, through counseling case-studies. 

 

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。 

・総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な相談援助事例を体系的にとりあげる 

・個別並びに集団指導をとおして、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイなど）を中心とする演習形態により行う。 

 

・Understanding the knowledge, skills and values of counseling support practice, building on what was learned in previous 

classes. 

・Insight into one’s aims in the support profession, and deepening self-awareness. 

・Gaining the communication skills appropriate for placement practice. 

・Gaining the basic interview skills for counseling support. 

・Learning the practical skills for development and infrastructure in integrated and inclusive community welfare, with utilization, 

adjustment and development of social resources, understanding the role of social workers who work in the community. 

・Gaining practical experience of support activities, and various issues in integrated and inclusive support. 

・Understanding respect for human rights, advocacy, and independence support, while acquiring an attitude able to act 

practically. 

・Acquiring the ability to conceptualize theory and systematize as specialist support skills, and generalize in each practice of the 

training etc. 

・Utilizing case-studies in practice, we will learn actual management of community social resources, medical care and welfare, 

gaining skills, and network style methods in the community. 

 

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 
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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 

 

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。さらに、精神保健福祉援助の知識と技術にかかかわる他の科目との関

連性も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる専門的援助技術について、概念化・理論化し体系立てていく能力を養い

ます。 

 

The aim is to understand the life and difficulties of people with mental disorders, and to acquire the practical, specialist 

counseling support skills that social workers require. 

 

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ロールプレイなど具体的な実技を含め授業を展開しま

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。   

 

This class is a requirement for the National Examination for Mental Health Welfare Professionals, and students wishing to take 

“Fieldwork in Psychiatric Social Work" should attend. In conjunction with practical training, by highlighting counseling support 

case-studies with coordination and cooperation with medical care that provided integrated and inclusive counseling support, 

students will hypothesize on specific support situations, with classes developing in seminar format through individual and group 

guidance. 

 This class will be offered for two consecutive periods, and looking towards the next academic year with the mental health 

welfare assistance practicum, students will receive preparatory learning. 

 

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の習得 

4. 面接で必要とされる援助技術の習得 

5. 情報収集、整理、伝達技術の習得 

6. グループダイナミクス活用技術の習得 

7. 事例検討(1) 課題発見・分析・解決技術の習得、ニーズ把握 

8. 事例検討(2) アセスメント、支援計画 

9. 事例検討(3) ネットワーキング 

10. 事例検討(4) 社会資源の活用・調整・開発、サービス評価 

11. 事例検討(5) 地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握、地域アセスメント、地域福祉実践における計画、社会資源の開

発 

12. ソーシャルワーカーの倫理と業務 

13. ソーシャルワーク実践と記録 

14. 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） 

出席および受講態度、授業参加度(70%)/課題の提出(30%) 

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） 
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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） 

精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ，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。 

 

Understanding the lives and challenges of people with mental disorders, while considering the relationship between knowledge of 

mental health and welfare support, and other skills related disciplines, the aim is to acquire practical knowledge of skills related 

to counseling support required by social workers, so as to establish a system based on principles. 

 

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。 

 

This class is a requirement for the National Examination for Psychiatric Social Workers, and students wishing to take “Fieldwork 

in Psychiatric Social Work" should attend. In conjunction with practical training, by highlighting counseling support case-studies 

with coordination and cooperation with medical care that provided integrated and inclusive counseling support, students will 

hypothesize on specific support situations, with classes developing in seminar format through individual and group guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相談援助過程の概要 

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（支援の実施） 

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（退院支援，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（教育、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. 実習体験と実践的な知識と技術１ 

28. 実習体験と実践的な知識と技術２ 

 

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。 
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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。 

 

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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■IB633 

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） 
三宅 雄大(MIYAKE YUDAI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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，池田，丸山，三宅，田中，岡田が担当 

 

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

することを目指す。具体的には： 

① 相談援助実習の意義について理解する。 

② 相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る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。 

③ 社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。 

④ 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。 

 

 The aim of this seminar is to reflect experiences of social work practice, and to integrate these experiences into theory of 

social work: 

(1) Understanding the significance of social work practice. 

(2) Understanding knowledge and skills related to social work, and acquiring practical skills etc. both individually and in groups.   

(3) Acquiring the dispositions, skills, ethics and self-awareness required as a social worker. 

(4) Cultivating the ability: that is to conceptualize, theorize and formulate their experiences of social work practice as 

professional social work skills. 

 

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。 

 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。 

 

 Based on their individual practical training experiences, utilizing concrete problem-based case-studies, students will learn 

practical, integrated and inclusive support. Using practical case-studies as examples, students will receive practical instruction 

on specific counseling support situations, as well as hypothetical past cases. 

 Students will acquire the practical skills and knowledge related to counseling support, based on their individual experience, 

incorporating what was learned during placement training, while receiving practical guidance, both individually and in groups. 

Cultivating the ability to conceptualize, theorize and formulate specific experiences and support activities as specialist support 

techniques. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相談援助実習と相談援助実習指導における個別指導及び集団指導の意義の再確認（実習目標と実習計画） 

2. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り１)施設や事業者・機関・団体・地域社会等に関する基本的理解 

3. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り２)利用者個人のプライバシーの保護と守秘義務等に関する理解（個人情報保護

法の理解を含む） 

4. 実習ノートを活用した実習体験の振り返り３)ソーシャルワーカーと守秘義務に関する基本的理解 

5. 相談援助に係る知識と技術に関する理解（実習体験に基づく事例検討１) 高齢者・介護保険 

6. 相談援助に係る知識と技術に関する理解（実習体験に基づく事例検討２) 児童家庭福祉 

7. 相談援助に係る知識と技術に関する理解（実習体験に基づく事例検討３) 地域福祉・公的扶助 

8. 相談援助に係る知識と技術に関する理解（実習体験に基づく事例検討４) 医療福祉 

9. 相談援助に係る知識と技術に関する理解（実習体験に基づく事例検討５) 障害者・触法者支援 

10. 実習記録と体験を踏まえた課題の整理と総括レポートの作成１) 

11. 実習記録と体験を踏まえた課題の整理と総括レポートの作成２) 

12. 実習記録と体験を踏まえた課題の整理と総括レポートの作成３) 

13. 実習の評価と全体総括（実習報告会準備を含む） 

14. まとめ 

 

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

事前に指定された課題に関して，当日授業に参加できるように、準備して臨むこと。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び受講態度、授業参加度(70%)/実習報告レポート及び実習報告会準備への取り組み(30%) 

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） 

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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■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） 
自分を知り、社会を知り、人生 100 年時代をどう生きるかを考える 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

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） 

今後の人生をどう生きていきたいか、その実現のためにはどのような知識や経験、準備が必要になるのかを考え、具体的なプラ

ン作成に挑む。 

 

Thinking about how you would like to live your life in the future, considering what kind of knowledge, experience and preparation 

will be needed to achieve, and making a concrete plan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習では、①「働く」ということを多面的に討議し、キャリアデザイン・ライフデザインを具体的に考える。②各自で研究テーマを設

定し取り組み、洞察力を向上させる。③グループディスカッションやディベート等を通して、プレゼンテーション力やコミュニケーショ

ン力、論理的な思考力や問題解決力を醸成する。なお、「キャリア」という言葉を職業上の経歴に限定せず、「生きていく生涯の道

筋全体」をさすものとして捉える。 

 

In the seminar, (1) We discuss “working” from various aspects and think about career design and life design concretely. (2) Each 

one of us sets research themes individually and work on them to improve our insights. (3) We foster presentation, 

communication, logical thinking, and problem-solving skills through group discussions and debates. In addition, the term "career" 

is not limited to a professional career, but is taken to mean "the entire course of a living life". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション ―演習の目的・各自の問題意識の共有 

2. 自己紹介から学ぶ自己表現・他者理解 

3. キャリアデザイン・ライフデザインを考える①―キャリアの定義・諸理論 

4. キャリアデザイン・ライフデザインを考える②―ジェンダーの視点からの考察 

5. キャリアデザイン・ライフデザインを考えるー労働とは何か 

6. 各自のキャリアデザイン・ライフデザインのプレゼンテーション 

7. コミュニケーションの技法①―理論とロールプレイ 

8. コミュニケーションの技法②―グループワーク 

9. ディベートを通して討議を深める①―テーマ設定・方法の検討 

10. ディベートを通して自己覚知を深める②―実施と振り返り 

11. 研究倫理を学ぶ 

12. 各自の研究計画の立案① 

13. 各自の研究計画のプレゼンテーション② 

14. 春学期のまとめと夏季休暇中の課題の確認 

15. 就職活動オリエンテーション―職業選択と労働市場の日本的特質 

16. 夏季休暇中の課題のプレゼンテーション①―OB/OG訪問報告 

17. 夏季休暇中の課題のプレゼンテーション②―OB/OG訪問報告 

18. 労働者の権利を学ぶ―労働法 

19. 自分を守る方法を学ぶ―パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント 

20. グループディスカッション① ―さまざまな働き方とキャリアを考える 

21. グループディスカッション②労働する理由・希望職種の選択理由 

22. グループディスカッション③コミュニティ福祉学会「まなびあい」への参加を通して 

23. 自分が希望する職種に就くための目標設定とプロセス設計① 

24. 自分が希望する職種に就くための目標設定とプロセス設計② 

25. 各自の研究成果のプレゼンテーション① 

26. 各自の研究成果のプレゼンテーション② 

27. 「よりよく生きるとは」を哲学する 

28. 演習のまとめーポジティブ・フィードバック 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常的に新聞、雑誌、書籍、インターネットニュース等に目を通し、社会の動きや問題について把握し、それについて自分なりの

考えをまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内のプレゼンテーション(30%)/毎回のリアクションペーパーの内容(70%) 

演習は系統的に実施するため、出席を重視する。やむを得ない理由により欠席となる場合は、事前に必ず連絡をすること。 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (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。適宜、資料や課題を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村山昇、2018 年、『働き方の哲学』、ディスカバー・トウエンティワン (ISBN:978-4-7993-2238-3) 

2. 岩上真珠・大槻奈巳、2014、『大学生のためのキャリアデザイン入門』、有斐閣 (ISBN:978-4641174009) 

その他の書籍については、適宜授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期に開催されるコミュニティ福祉学会“まなびあい”に参加します。 

 

注意事項（Notice） 
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■IB652 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 相談援助実習を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

2 社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。 

３ 関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。 

 

Practical learning through seminars of skills, values and knowledge for counseling support and social work. Deepening 

understanding of integrated and inclusive social work and local issues, through counseling case-studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場における実習指導者と大学教員が密に連絡調整を行い、巡回指導等を通してこれまで学んだ相談援助に係る知識と技術・

価値について実践的に理解するとともに、以下のような内容について、総合的に対応出来る能力を習得出来るようにする。 

ア 利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域 住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人

との付き合い方などの円滑な人間関係の形成 

イ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成 

ウ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)との援助関係の形成  

エ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)への権利擁護及び支援(エンパワメントを含む。)とその評価 

オ 多職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際 

カ 社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての

役割と責 任への理解 

キ 施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際 

ク 当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関・団体等である ことへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのア

ウトリー チ、ネットワークキング、社会資源の活用・調整・開発に関する理解 

 

・Understanding the knowledge, skills and values of counseling support practice, building on what was learned in previous 

classes. 

・Insight into one’s aims in the support profession, and deepening self-awareness. 

・Gaining the communication skills appropriate for placement practice. 

・Gaining the basic interview skills for counseling support. 

・Learning the practical skills for development and infrastructure in integrated and inclusive community welfare, with utilization, 

adjustment and development of social resources, understanding the role of social workers who work in the community. 

・Gaining practical experience of support activities, and various issues in integrated and inclusive support. 

・Understanding respect for human rights, advocacy, and independence support, while acquiring an attitude able to act 

practically. 

・Acquiring the ability to conceptualize theory and systematize as specialist support skills, and generalize in each practice of the 

training etc. 

・Utilizing case-studies in practice, we will learn actual management of community social resources, medical care and welfare, 

gaining skills, and network style methods in the community. 

 

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 
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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 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

①精神保健福祉援助実習を通して、精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活実態や生活上の課題について把握す

る。 

②精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。 

③総合的かつ包括的な地域生活支援と関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。 

 

With the aim of gaining practical skills and knowledge relating to mental health, welfare and counseling support for people with 

disabilities, through practical training students will: 

(1) Understand the current situation of mentally disabled people, grasping their life situation and life issues through Fieldwork in 

Psychiatric Social Work. 

(2) Acquiring integrated support skills such as the temperament, skills, and ethics required by psychiatric social workers, 

grasping the issues necessary by oneself. 

(3) Acquire practical understanding of integrated and inclusive community living support, and ideal models of cooperation 

between professionals in related fields, with specific examples. 

 

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。   

 

To perform practical training for more than 210 hours at 2 placements in the field of mental health and welfare (1. Medical 

institution, 2. Community organizations other than medical institutions, administrative agencies etc.). During the practical 

training period, tutors will visit the training placement, giving individual guidance to students, and having set the return date, 

provide individual and group tutorials at the university. This class is required designated subject for the national psychiatric 

social worker examination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・事前訪問 

2. 現場実習①（入院時又は急性期の患者及びその家族への相談援助） 

3. 現場実習①（退院又は地域移行・地域支援に向けた、患者及びその家族への相談援助） 

4. 現場実習①（多職種や病院外の関係機関との連携を通じた援助） 

5. 現場実習①（治療中の患者及びその家族への相談援助） 

6. 現場実習①（日常生活や社会生活上の問題に関する、患者及びその家族への相談援助） 

7. 現場実習①（地域の精神科病院や関係機関との連携を通じた援助） 

8. 現場実習①（利用者およびその関係者との基本的なコミュニケーションや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成） 

9. 現場実習①（利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成） 

10. 現場実習①（利用者やその関係者との支援関係の形成） 

11. 現場実習①（利用者やその関係者への権利擁護及び支援とその評価） 

12. 現場実習①（精神医療・保健・福祉に係る多職種連携をはじめとするチームアプローチの実際） 

13. 現場実習①（精神保健福祉士としての職業倫理と法的義務への理解） 

14. 現場実習①（精神保健福祉士の業務の理解） 

15. 現場実習①（まとめ） 

16. 現場実習②（利用者やその関係者への支援とその評価） 

17. 現場実習②（利用者やその関係者への権利擁護） 

18. 現場実習②（利用者やその関係者との支援関係の形成） 

19. 現場実習②（精神医療・保健・福祉に係る多職種連携・チームアプローチの実際） 

20. 現場実習②（精神保健福祉士としての職業倫理と法的義務への理解） 

21. 現場実習②（精神保健福祉士の業務の理解） 
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22. 現場実習②（施設・機関・事業者・団体等における組織の就業などに関する規定への理解と、組織の一員としての役割と責

任への理解） 

23. 現場実習②（施設・機関・事業者・団体等の経営やサービスの管理運営の実際） 

24. 現場実習②（当該実習先が地域社会の中の施設・機関・事業者・団体等であることへの理解） 

25. 現場実習②（具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリーチ、ネットワーキング） 

26. 現場実習②（社会資源の活用・調整・開発に関する理解） 

27. 現場実習②（まとめ） 

28. 実習全体のまとめ 

 

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） 

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） 
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■IB671 

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） 
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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

①精神保健福祉援助実習を通して、精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活実態や生活上の課題について把握す

る。 

②精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。 

③総合的かつ包括的な地域生活支援と関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。 

 

With the aim of gaining practical skills and knowledge relating to mental health, welfare and counseling support for people with 

disabilities, through practical training students will: 

(1) Understand the current situation of mentally disabled people, grasping their life situation and life issues through Fieldwork in 

Psychiatric Social Work. 

(2) Acquiring integrated support skills such as the temperament, skills, and ethics required by psychiatric social workers, 

grasping the issues necessary by oneself. 

(3) Acquire practical understanding of integrated and inclusive community living support, and ideal models of cooperation 

between professionals in related fields, with specific examples. 

 

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。   

 

To perform practical training for more than 210 hours at 2 placements in the field of mental health and welfare (1. Medical 

institution, 2. Community organizations other than medical institutions, administrative agencies etc.). During the practical 

training period, tutors will visit the training placement, giving individual guidance to students, and having set the return date, 

provide individual and group tutorials at the university. This class is required designated subject for the national psychiatric 

social worker examination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・事前訪問 

2. 現場実習①（入院時又は急性期の患者及びその家族への相談援助） 

3. 現場実習①（退院又は地域移行・地域支援に向けた、患者及びその家族への相談援助） 

4. 現場実習①（多職種や病院外の関係機関との連携を通じた援助） 

5. 現場実習①（治療中の患者及びその家族への相談援助） 

6. 現場実習①（日常生活や社会生活上の問題に関する、患者及びその家族への相談援助） 

7. 現場実習①（地域の精神科病院や関係機関との連携を通じた援助） 

8. 現場実習①（利用者およびその関係者との基本的なコミュニケーションや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成） 

9. 現場実習①（利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成） 

10. 現場実習①（利用者やその関係者との支援関係の形成） 

11. 現場実習①（利用者やその関係者への権利擁護及び支援とその評価） 

12. 現場実習①（精神医療・保健・福祉に係る多職種連携をはじめとするチームアプローチの実際） 

13. 現場実習①（精神保健福祉士としての職業倫理と法的義務への理解） 

14. 現場実習①（精神保健福祉士の業務の理解） 

15. 現場実習①（まとめ） 

16. 現場実習②（利用者やその関係者への支援とその評価） 

17. 現場実習②（利用者やその関係者への権利擁護） 

18. 現場実習②（利用者やその関係者との支援関係の形成） 

19. 現場実習②（精神医療・保健・福祉に係る多職種連携・チームアプローチの実際） 

20. 現場実習②（精神保健福祉士としての職業倫理と法的義務への理解） 

21. 現場実習②（精神保健福祉士の業務の理解） 



 - 309 - 

22. 現場実習②（施設・機関・事業者・団体等における組織の就業などに関する規定への理解と、組織の一員としての役割と責

任への理解） 

23. 現場実習②（施設・機関・事業者・団体等の経営やサービスの管理運営の実際） 

24. 現場実習②（当該実習先が地域社会の中の施設・機関・事業者・団体等であることへの理解） 

25. 現場実習②（具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリーチ、ネットワーキング） 

26. 現場実習②（社会資源の活用・調整・開発に関する理解） 

27. 現場実習②（まとめ） 

28. 実習全体のまとめ 

 

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） 

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） 
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■IB683 

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） 
休講 

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） 
岡のほか池田、福本、三宅、田中、丸山が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会福祉援助技術演習２」と関連させ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術、視点や原則、姿勢・態度につい

て理解を深め、実践的に習得する。 

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過程を体系的に取り上げることで、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。 

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。 

 

Related to social work assistance techniques on-site practicum 2, the purpose of the course is for students to deepen their 

understanding of the knowledge, skills, viewpoints, principles, attitudes and approaches necessary for the social worker 

profession, and to acquire the basics of different aid techniques. In addition, through the use of case-studies, we will deepen our 

understanding of integrated and inclusive support skills, as well as infrastructure development and development of community 

welfare, with more concrete counseling support situations, and hypothetical community welfare practical processes. 

In this class, the aim is to acquire theory, knowledge, and practical skills related to counseling support, as preparation for the 

social work assistance techniques on-site practicum. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、社会福祉士国家試験指定科目であり、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。 

 

This class is a designated subject for the national certified social worker examinations and is essential for students who wish to 

acquire a national social welfare qualification and take the "social work assistance techniques on-site practicum” course. 

Students who take this course should also take Seminar: Social Work Practice 2. This class is positioned as preparation learning 

for the social work assistance techniques on-site practicum planned for next year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉士養成課程における実習・演習の心構え・オリエンテーション 

2. 援助・サービスを必要とする人について 

3. 基本的なコミュニケーション技術の習得、自己理解と他者理解 

4. 専門職の価値と倫理について 

5. ソーシャルワークの方法と技術 面接技術 １） 

6. ソーシャルワークの方法と技術 面接技術 ２） 

7. ソーシャルワークの方法と技術 サービスの提供 

8. ソーシャルワークの方法と技術 サービスの評価 

9. 相談援助実習における記録の意義 

10. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 １）地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 

11. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 ２）地域福祉実践における計画 

12. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 ３）社会資源の活用・調整・開発 

13. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 ４）スーパービジョンとリンケージ 

14. 学習総括と実習に向けて 

 

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%) 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB687 

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） 
岡のほか池田、福本、三宅、角田、田中、丸山が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会福祉援助技術演習２」と関連させ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術、視点や原則、姿勢・態度につい

て理解を深め、実践的に習得する。 

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過程を体系的に取り上げることで、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。 

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。 

 

Related to social work assistance techniques on-site practicum 2, the purpose of the course is for students to deepen their 

understanding of the knowledge, skills, viewpoints, principles, attitudes and approaches necessary for the social worker 

profession, and to acquire the basics of different aid techniques. In addition, through the use of case-studies, we will deepen our 

understanding of integrated and inclusive support skills, as well as infrastructure development and development of community 

welfare, with more concrete counseling support situations, and hypothetical community welfare practical processes. 

In this class, the aim is to acquire theory, knowledge, and practical skills related to counseling support, as preparation for the 

social work assistance techniques on-site practicum. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、社会福祉士国家試験指定科目であり、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。 

 

This class is a designated subject for the national certified social worker examinations and is essential for students who wish to 

acquire a national social welfare qualification and take the "social work assistance techniques on-site practicum” course. 

Students who take this course should also take Seminar: Social Work Practice 2. This class is positioned as preparation learning 

for the social work assistance techniques on-site practicum planned for next year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉士養成課程における実習・演習の心構え・オリエンテーション 

2. 援助・サービスを必要とする人について 

3. 基本的なコミュニケーション技術の習得、自己理解と他者理解 

4. 専門職の価値と倫理について 

5. ソーシャルワークの方法と技術 面接技術 １） 

6. ソーシャルワークの方法と技術 面接技術 ２） 

7. ソーシャルワークの方法と技術 サービスの提供 

8. ソーシャルワークの方法と技術 サービスの評価 

9. 相談援助実習における記録の意義 

10. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 １）地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 

11. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 ２）地域福祉実践における計画 

12. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 ３）社会資源の活用・調整・開発 

13. 地域福祉の基盤整備と開発に関する事例検討 ４）スーパービジョンとリンケージ 

14. 学習総括と実習に向けて 

 

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%) 

 

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)） 

 

 

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） 
通年他(Full year 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。 

 

Students will receive instruction and assistance on writing and production of their graduation research project from tutors up to 

completion. 

 

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。原則として隔週で定期的・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。 

 

The class format is set in accordance with the above-mentioned goals, tutors will take into consideration the situation of 

students. In principle, they may be conducted regularly / collectively each week, or may be individually through personal 

instruction. The class content will also follow the situation, and change each time. The seminar is not necessary under the same 

tutors as the specialized 3rd Year seminars, “Seminar on Fieldwork” and “Community Study”. Details of tutors are published in 

guidance material distributed the previous year. 

 

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、情報収集など）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） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IB783 

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） 
休講 

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） 
岡のほか池田、福本、三宅、田中、丸山が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会福祉援助技術演習 1」と関連させ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術、基本的な視点や原則、姿勢・態

度について理解を深め、個別指導並びに集団指導を通して、援助技術の基礎を習得する。 

相談事例等を通して、ロールプレイやグループワークによる実践的・体験的な方法を用いながら、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理解を深め、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。 

 

Roleplays and group work related to the “Social work assistance techniques on site practicum 1” are intended to deepen 

understanding of the knowledge, skills, basic perspectives, principles and attitudes necessary for social welfare professionals, 

and to learn the basics of support skills in a practical and experiential manner. 

The aim of this class is to deepen understanding of theory and knowledge related to counseling support, and the development 

process of basic social work from counseling case studies, and to acquire practical expertise in counseling support.   

 

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。 

 

This class is a designated subject for the national certified social worker examinations and is essential for students who wish to 

acquire a national social welfare qualification and take the "social work assistance techniques on-site practicum” course. 

Students who take this course should also take Seminar: Social Work Practice 1. 

This class is positioned as preparation learning for the social work assistance techniques on-site practicum planned for next 

year. 

 

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）インテーク 

4. ソーシャルワークの展開過程 ２）アセスメント 

5. ソーシャルワークの展開過程 ３）プランニング 

6. ソーシャルワークの展開過程 ４）支援の実施 

7. ソーシャルワークの展開過程 ５）モニタリング及び効果測定 

8. ソーシャルワークの展開過程 ６）終結とアフターケア 

9. 記録の書き方について １） 

10. 記録の書き方について ２） 

11. 事例に学ぶ相談援助実践 １）アウトリーチ 

12. 事例に学ぶ相談援助実践 ２）チームワーキング 

13. 事例に学ぶ相談援助実践 ３）ネットワーキング 

14. 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%) 

 

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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■IB787 

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） 
岡のほか池田、福本、三宅、角田、田中、丸山が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会福祉援助技術演習 1」と関連させ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術、基本的な視点や原則、姿勢・態

度について理解を深め、個別指導並びに集団指導を通して、援助技術の基礎を習得する。 

相談事例等を通して、ロールプレイやグループワークによる実践的・体験的な方法を用いながら、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理解を深め、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。 

 

Roleplays and group work related to the “Social work assistance techniques on site practicum 1” are intended to deepen 

understanding of the knowledge, skills, basic perspectives, principles and attitudes necessary for social welfare professionals, 

and to learn the basics of support skills in a practical and experiential manner. 

The aim of this class is to deepen understanding of theory and knowledge related to counseling support, and the development 

process of basic social work from counseling case studies, and to acquire practical expertise in counseling support.   

 

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。 

 

This class is a designated subject for the national certified social worker examinations and is essential for students who wish to 

acquire a national social welfare qualification and take the "social work assistance techniques on-site practicum” course. 

Students who take this course should also take Seminar: Social Work Practice 1. 

This class is positioned as preparation learning for the social work assistance techniques on-site practicum planned for next 

year. 

 

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）インテーク 

4. ソーシャルワークの展開過程 ２）アセスメント 

5. ソーシャルワークの展開過程 ３）プランニング 

6. ソーシャルワークの展開過程 ４）支援の実施 

7. ソーシャルワークの展開過程 ５）モニタリング及び効果測定 

8. ソーシャルワークの展開過程 ６）終結とアフターケア 

9. 記録の書き方について １） 

10. 記録の書き方について ２） 

11. 事例に学ぶ相談援助実践 １）アウトリーチ 

12. 事例に学ぶ相談援助実践 ２）チームワーキング 

13. 事例に学ぶ相談援助実践 ３）ネットワーキング 

14. 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%) 

 

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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■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。 

 

 The purpose of this course is to provide an introduction to the discipline of Community Policy, and through understanding the 

concept of Community Policy, for students to examine various case studies that provide concrete examples and methods. 

 

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。  

 

Community policy is a general term for various measures aimed at achieving better living, through forming communities with 

bottom-up democratic participation. National social welfare and other policies are, with the flow to decentralization, realized on 

a local level as community policies, and through the actions and involvement of local governments, NPO/NGOs, as well as 

volunteer and resident participation. Therefore, we will learn how to cope with the various specific problems in the community, 

to create better community. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニティ政策とは何か  

2. いのちの尊厳のために 

3. コミュニティのなりたちと変貌 

4. コミュニティを支える行政のしくみ 

5. コミュニティのガバナンス 

6. NPO と社会的企業 

7. 都市と農山漁村の持続可能性 

8. コミュニティ・ビジネス 

9. コミュニティの持続可能性 

10. 社会開発とコミュニティ 

11. シティズンシップとコミュニティ 

12. 貧困とコミュニティ 

13. コミュニティの活性化 

14. コミュニティ政策の進展のために 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(30%)/受講態度(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)85%, 平常点(In-class Points)15% (リアクションペーパーや受講態度等 15%) 

 

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) 

2. 家中茂・藤井正ら編、2019、『地域政策入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623084833) 

テキストの『コミュニティ政策学入門』は最初の講義で配布をする予定である（購入しなくてもよい）。 
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『地域政策入門』は２回目の講義までに購入し、準備しておいていただきたい。 

 

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ことがある。 

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 Blackboard を利用して行う。 

そのため、大学メールや Blacboard は週に２〜３度は見るようにすること。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉研究における統計学 

担当者名 

（Instructor） 
平井 太規（HIRAI TAIKI) 

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。 

 

Students will acquire basic statistical literacy in order to properly understand the statistical data and information, gathering 

various public statistics and survey reports on issues of concern. 

 

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。 

 

(1) Accessing existing public statistics and survey reports, (2) Methods for compiling statistical information and analysis results 

into charts, (3) Basic knowledge and statistical concepts to analyze and interpret recorded statistical data appropriately, (4) 

Explanation of empirical research methods using social survey data. 

 

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（国民生活基礎調査など） 

5. 統計的記述（1）：質的データと量的データ 

6. 統計的記述（2）：度数分布表・グラフ 

7. 統計的記述（3）：代表値，散布度，歪度，尖度 

8. 統計的記述（4）：分位数，探索的記述法（箱ひげ図，幹葉図など） 

9. 関係の統計分析（1）：相関係数と因果関係，擬似相関係数 

10. 関係の統計分析（2）：質的データのクロス集計 

11. 関連の統計分析（3）：クロス集計の関連分析 

12. 関係の統計分析（4）：量的データの関連（散布図，相関係数） 

13. 関連の統計分析（5）：擬似相関とエラボレーション 

14. 仮説の統計的検定，まとめ 

 

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） 

授業内レポート(20%×3 回）(60%)/リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席，リアクションペーパー，授業内の課題 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回の授業開始時にハンドアウトを配布する。 

 

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) 

4. 津島昌寛・田邊浩・山口洋編、2014、『数学嫌いのための社会統計学［第 2 版］』、法律文化社 (ISBN:4-589-03619-3) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講義は，一般社団法人社会調査協会の社会調査士科目 Cに対応している。詳細は次の HPを参照すること

（http://jasr.or.jp/for_students/participation/）。 

・本授業の理解を深めるために，同学期に開講予定の「社会調査法」（社会調査士科目 A）・「リサーチ方法論 1」（社会調査士科

目 B）の同時履修を推奨する。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉研究における統計学 

担当者名 

（Instructor） 
平井 太規（HIRAI TAIKI) 

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。 

 

Students will acquire basic statistical literacy in order to properly understand the statistical data and information, gathering 

various public statistics and survey reports on issues of concern. 

 

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。 

 

(1) Accessing existing public statistics and survey reports, (2) Methods for compiling statistical information and analysis results 

into charts, (3) Basic knowledge and statistical concepts to analyze and interpret recorded statistical data appropriately, (4) 

Explanation of empirical research methods using social survey data. 

 

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（国民生活基礎調査など） 

5. 統計的記述（1）：質的データと量的データ 

6. 統計的記述（2）：度数分布表・グラフ 

7. 統計的記述（3）：代表値，散布度，歪度，尖度 

8. 統計的記述（4）：分位数，探索的記述法（箱ひげ図，幹葉図など） 

9. 関係の統計分析（1）：相関係数と因果関係，擬似相関係数 

10. 関係の統計分析（2）：質的データのクロス集計 

11. 関連の統計分析（3）：クロス集計の関連分析 

12. 関係の統計分析（4）：量的データの関連（散布図，相関係数） 

13. 関連の統計分析（5）：擬似相関とエラボレーション 

14. 仮説の統計的検定，まとめ 

 

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） 

授業内レポート(20%×3 回）(60%)/リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席，リアクションペーパー，授業内の課題 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回の授業開始時にハンドアウトを配布する。 

 

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) 

4. 津島昌寛・田邊浩・山口洋編、2014、『数学嫌いのための社会統計学［第 2 版］』、法律文化社 (ISBN:4-589-03619-3) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講義は，一般社団法人社会調査協会の社会調査士科目 Cに対応している。詳細は次の HPを参照すること

（http://jasr.or.jp/for_students/participation/）。 

・本授業の理解を深めるために，同学期に開講予定の「社会調査法」（社会調査士科目 A）・「リサーチ方法論 1」（社会調査士科

目 B）の同時履修を推奨する。 

 

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。 

 

Think about and prepare for independent learning at university. Master basic learning skills. Understand the features and 

expertise of the department, and consider its future design. 

 

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。 

 

An academic adviser (teacher) takes 20-25 people. 

Each academic adviser develops their lectures to make the most of their expertise to achieve the above goals. Students are 

expected to participate and study for themselves in order to do the following. 

1) To facilitate your start at Rikkyo University in university life, learn about the university, make friends and gain a sense of 

belonging. 

2) Deepen your understanding of basic learning techniques (how to study independently, report writing, discussions, 

presentations, etc.) and learn to use the various functions of the university for yourself, such as the library and media center. 

3) After understanding the features of the faculties and departments, you will be able to plan your studies for the next four 

years and think about what you will do after graduation. 

 

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。 
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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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■IC053 

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。 

 

Think about and prepare for independent learning at university. Master basic learning skills. Understand the features and 

expertise of the department, and consider its future design. 

 

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。 

 

An academic adviser (teacher) takes 20-25 people. 

Each academic adviser develops their lectures to make the most of their expertise to achieve the above goals. Students are 

expected to participate and study for themselves in order to do the following. 

1) To facilitate your start at Rikkyo University in university life, learn about the university, make friends and gain a sense of 

belonging. 

2) Deepen your understanding of basic learning techniques (how to study independently, report writing, discussions, 

presentations, etc.) and learn to use the various functions of the university for yourself, such as the library and media center. 

3) After understanding the features of the faculties and departments, you will be able to plan your studies for the next four 

years and think about what you will do after graduation. 

 

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。 
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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.  

 

Recognizing “community policy" as the solution to problems that impede the realization of "a better life" through community-

based measures, characterized by the voluntary participation and collective efforts of residents (Sakata: 2014), the aim is to 

understand concrete solutions through papers, materials and field type learning.  

 

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. 

 

 This seminar deepens practical experience through Field Study, combining learning from the classroom with field experience 

and practice, including learning through principles, documents and source materials. To be conducted according to the theme of 

each instructor, as listed in the materials separately distributed at the guidance held in the fall semester of 2016. 

 

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） 
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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。 

 

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、ついに 90 万人を下回った（2019 年）出生

数で、無子化社会が 20 年先に迫っている。この構造変動は世界に類がない。実態をデ

ータで実感し、あなたは日本に残るのか。日本を変えるのか。あなたが生きていく自己

及び日本社会の将来に、どのような大き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。 

 

Using social statistics, we will strengthen our ability to view data, and accurately grasp the aging society and declining birthrate 

phenomena. Accuracy is important because people often act through belief and superstition. Explaining as a result, how the near 

future can be easily estimated. Understanding how you live, the social conditions that cannot currently be changed, as well as 

the institutions and customs that can change. 

 

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｡ 

 

There is a great deal of research on demographic statistics, and data that should be known in modern society, including 

forecasts. Individual trends cause changes across the entire society, thus affecting individual life courses and lifestyles. While 

looking at these micro and macro dynamics, we will focus on the declining birth rate and aging population in order to grasp the 

modern society. Japan’s population trend can be a factor that strictly defines an unchanging forecast of the future. 

Along with the low birth rate and aging society, the increase in economic inequality and unstable lives across all generations, 

including data on the current situation such as poverty among young people, life / work balance, family life, and regional 

disparities, we will consider ways to revitalize regional communities, and inter-generational relationships in communities. What 

kind of collective effort can be realized in the midst of a large cultural gap? Introduces advanced cases, with evidence of 

people's struggle, and international comparisons for perspective. 

 

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、社会が提供する福祉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。閉じた家族ではできない他社が深く関

わる子育て。「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) 
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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. 少子化を緩和できた国々の政策をみる。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「私は大丈夫。できる」感 

13. 日本の福祉政策の突破口となった「介護保険制度」の仕組みと展望について。 

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 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションメール reaction-mail(30%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (ミニレポート 10%,レポート 20%) 

 

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） 
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■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） 

日本の家族政策は子育て初期の領域で 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の連関をみながら、あなたが参画できる

政策作り、子どもの発達を保障する政策提言を考えてみよう。特に今後国際化する日本

も視野に入れて論点を提示したい。 

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。 

 

How to make, break, enjoy and go through family life. Reflecting on the family policy that has changed under the current 

constitution of Japan, we will consider the incompatibility between modern policy and people's lives and way of life, comparing 

internationally with several countries. We will learn about policies for families that you should be aware of as a university 

graduate, and the characteristics of Japan’s Family Policy, with independent thought on how you might be able to make 

decisions and recommendations on family policy in Japan. Due to major changes in the system in 2015, attendance is 

specifically recommended for those interested in family care, such as child and nursing care. Empowerment of men is also a 

modern theme. Let’s destroy the old male image. 

 

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。 

 

The social security system changed in 2015. Primarily “The New Childcare System” began, and “Long Term Care Insurance” 

was reduced. The instructor specializing in the field of child care policy, will explain national and local government policy, using 

local case studies, and inviting NPO representatives active at the local level to classes, while comparing policy changes with 

actions on the ground. In addition, we will explore the rapidly changing family unit, and the dissolution of the standard family. We 

will also introduce PACS, a new marriage contract in France. 

 

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. 第二次世界大戦後の日本で、爆発的に普及した近代家族とは何か。近代家族の特質をもとに、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。どうして家族イメージとしての理想形、神話となっているのだろうか。日本の先を行く

国をみてみよう。 

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 年施行の遅かりし「子ども子育て支援新制度」：『女性のいない民主主義』で論じられている政策と真逆に女性の望み

をすべてかなえよう（少子化なんて吹っ飛ぶはずだった） 

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：ゆるくてもいい、しかしいつもアンテナをたてて参画していこう。 
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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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションメール(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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)） 

他の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） 

貧困の諸原因 

国際 NGOの意義と役割  

 The Causes of Poverty  

 The Significance and Role of International Non-Governmental Organizations 

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） 

貧困の諸原因や貧困層の 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、社会開発の推進媒体として、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、その意義につ

いて理解を深めることを目標とする。 

 

In this class, you will have the opportunity to learn about the causes of poverty in the world and efforts for promoting the well-

being of poor people. Also, you will come to understand our connection with the poor living in developing countries, the fact that 

we are a part of the poverty issue. In addition, this class aims to deepen your understanding of the significance of social 

development and the ideals and activities of international non-governmental organizations(NGOs) as intermediates for 

promoting social development, such as their unique, community-based approaches.  

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバルな視野から、また、現地で生活する人々の視点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、それらの課題について学ぶ。そのうえで、国際 NGOの意義と役割について分析する。 

 

Think Globally, Act Locally. In this class, you will learn about serious social issues not only from global perspectives but also 

from people's perspectives at the grass-roots level. You will also learn about the ideals and community-based activities of 

international NGOs at the grass-roots level, as well as the issues they face. Based on that, you will analyze the significance and 

role of international NGOs. 

 

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。 

 What are International Non-Governmental Organizations(NGOs)?  

 Introduction and Outline of Course. You are Expected to Attend the First Class. 

2. ・NGOの定義  

 Definition of NGO 

3. ・welfare から well-being へ 

  Receiving Welfare or Promoting Well-being   

4. ・貧困とは何か、貧困の定義 

・貧困の諸原因 

・グローバリゼーションの進展に伴う格差の拡大 

 What is Poverty? The Definition of Poverty 

 The Causes of Global Poverty  

 Social Inequality Keeps Widening with Globalization  

5. ・大規模開発による弊害 

 豊かさとは？Well-being とは？ 

 Undesirable Effects under Large Scale Development  

 What does Wealth Mean?  

 What is Well-being?  

6. ・近代化論に対置する内発的発展論 

 Endogenous Development versus Modernization   

7. ・グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する：食料を通して考える 

 Think Globally, Act Locally 

 Where Does Our Food Come from?  

8. ・グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する：牛皮を通して考える 

 Think Globally, Act Locally 
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  Do You Prefer Using a Cowhide Bag or an Ox-hide Leather?  

9. ・グローバル化時代における格差の拡大  

 衣類縫製品を通して考える  

 Social Inequality Keeps Widening Under Globalization  

 Where Do Our Clothes Come from? 

10. ・グローバル化時代における格差の拡大 

 チョコレートはどこから？ 

 フェアトレードについて 

 Social Inequality Keeps Widening with Globalization  

 Where Does Your Favorite Chocolate Come from?  

 Fair Trade  

11. ・国際 NGOの理念と活動実態の分析：コミュニティを基盤とする取り組み 

 Analysing the Ideals and Community-based Approaches of International NGOs  

12. ・国際 NGOの理念と活動実態の分析：コミュニティを基盤とする取り組み 

 Analysing the Ideals and Community-based Approaches of International NGOs 

13. ・ディスカッション：グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する 

  草の根レベルで持続可能な発展に取り組む市民社会の役割 

  Discussion: Think Globally, Act Locally 

  : The Role of International NGOs in Sustainable Development at the Grass-roots Level 

14. ・ディスカッション：グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する 

  草の根レベルで持続可能な発展に取り組む市民社会の意義 

  Discussion: Think Globally, Act Locally 

  : The Significance of International NGOs in Sustainable Development at the Grass-roots Level 

 

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

第 1 回目の講義時にお伝えします。 

質問は、講義時に遠慮なくお伝えください。電子メールでの質疑応答は行っていません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内レポート（授業やディスカッションへの積極的な参加、かつ、2/3 以上の出席が必要）

(20%) 

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。第 1 回目の講義には、必ず参加するようにしてください。 各回

の講義では、集中して取り組むようにしてください。適宜、2～4人前後の小グループによるディスカッションを取り入れます。積極

的な参加を希望します。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業への参加（ディスカッションを含む）と課題提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時、適宜紹介します。 

 

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 

3. 西川潤、2011、『グローバル化を超えて 脱成長期 日本の選択』、日本経済新聞出版社 

4. 西川潤、2018、『2030 年 未来への選択』、日本経済新聞出版社 

5. 鈴木弥生、2017、『「アラブ首長国連邦における子どものラクダ騎手 : その背景と解放への道のり」『まなびあい』第 9 号、

172-180 頁.』、立教大学コミュニティ福祉学会 

6. 鈴木弥生、2018、『「ニューヨーク市におけるバングラデシュ出身の移民労働者」『まなびあい』第 10 号、160-179 頁.』、立教大

学コミュニティ福祉学会 

講義時、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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■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） 

貧困の諸原因 

国際 NGOの意義と役割  

 The Causes of Poverty  

 The Significance and Role of International Non-Governmental Organizations 

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） 

貧困の諸原因や貧困層の 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、社会開発の推進媒体として、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、その意義につ

いて理解を深めることを目標とする。 

 

In this class, you will have the opportunity to learn about the causes of poverty in the world and efforts for promoting the well-

being of poor people. Also, you will come to understand our connection with the poor living in developing countries, the fact that 

we are a part of the poverty issue. In addition, this class aims to deepen your understanding of the significance of social 

development and the ideals and activities of international non-governmental organizations(NGOs) as intermediates for 

promoting social development, such as their unique, community-based approaches.  

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバルな視野から、また、現地で生活する人々の視点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、それらの課題について学ぶ。そのうえで、国際 NGOの意義と役割について分析する。 

 

Think Globally, Act Locally. In this class, you will learn about serious social issues not only from global perspectives but also 

from people's perspectives at the grass-roots level. You will also learn about the ideals and community-based activities of 

international NGOs at the grass-roots level, as well as the issues they face. Based on that, you will analyze the significance and 

role of international NGOs. 

 

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。 

 What are International Non-Governmental Organizations(NGOs)?  

 Introduction and Outline of Course. You are Expected to Attend the First Class. 

2. ・NGOの定義  

 Definition of NGO 

3. ・welfare から well-being へ 

  Receiving Welfare or Promoting Well-being   

4. ・貧困とは何か、貧困の定義 

・貧困の諸原因 

・グローバリゼーションの進展に伴う格差の拡大 

 What is Poverty? The Definition of Poverty 

 The Causes of Global Poverty  

 Social Inequality Keeps Widening with Globalization  

5. ・大規模開発による弊害 

 豊かさとは？Well-being とは？ 

 Undesirable Effects under Large Scale Development  

 What does Wealth Mean?  

 What is Well-being?  

6. ・近代化論に対置する内発的発展論 

 Endogenous Development versus Modernization   

7. ・グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する：食料を通して考える 

 Think Globally, Act Locally 

 Where Does Our Food Come from?  

8. ・グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する：牛皮を通して考える 

 Think Globally, Act Locally 
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  Do You Prefer Using a Cowhide Bag or an Ox-hide Leather?  

9. ・グローバル化時代における格差の拡大  

 衣類縫製品を通して考える  

 Social Inequality Keeps Widening Under Globalization  

 Where Do Our Clothes Come from? 

10. ・グローバル化時代における格差の拡大 

 チョコレートはどこから？ 

 フェアトレードについて 

 Social Inequality Keeps Widening with Globalization  

 Where Does Your Favorite Chocolate Come from?  

 Fair Trade  

11. ・国際 NGOの理念と活動実態の分析：コミュニティを基盤とする取り組み 

 Analysing the Ideals and Community-based Approaches of International NGOs  

12. ・国際 NGOの理念と活動実態の分析：コミュニティを基盤とする取り組み 

 Analysing the Ideals and Community-based Approaches of International NGOs 

13. ・ディスカッション：グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する 

  草の根レベルで持続可能な発展に取り組む市民社会の役割 

  Discussion: Think Globally, Act Locally 

  : The Role of International NGOs in Sustainable Development at the Grass-roots Level 

14. ・ディスカッション：グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する 

  草の根レベルで持続可能な発展に取り組む市民社会の意義 

  Discussion: Think Globally, Act Locally 

  : The Significance of International NGOs in Sustainable Development at the Grass-roots Level 

 

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

第 1 回目の講義時にお伝えします。 

質問は、講義時に遠慮なくお伝えください。電子メールでの質疑応答は行っていません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内レポート（授業やディスカッションへの積極的な参加、かつ、2/3 以上の出席が必要）

(20%) 

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。第 1 回目の講義には、必ず参加するようにしてください。 各回

の講義では、集中して取り組むようにしてください。適宜、2～4人前後の小グループによるディスカッションを取り入れます。積極

的な参加を希望します。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業への参加（ディスカッションを含む）と課題提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時、適宜紹介します。 

 

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 

3. 西川潤、2011、『グローバル化を超えて 脱成長期 日本の選択』、日本経済新聞出版社 

4. 西川潤、2018、『2030 年 未来への選択』、日本経済新聞出版社 

5. 鈴木弥生、2017、『「アラブ首長国連邦における子どものラクダ騎手 : その背景と解放への道のり」『まなびあい』第 9 号、

172-180 頁.』、立教大学コミュニティ福祉学会 

6. 鈴木弥生、2018、『「ニューヨーク市におけるバングラデシュ出身の移民労働者」『まなびあい』第 10 号、160-179 頁.』、立教大

学コミュニティ福祉学会 

講義時、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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■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) 

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） 
CMC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. コミュニティの理論に関する基本的な知識を習得し、現代社会の諸問題をコミュニティ論の観点から解釈・分析する能力を身に

つけること。 

2. コミュニティ概念および関連概念に関する複数の理論的立場を理解し、これからコミュニティ政策学を学んでいく上での理論的

な基礎を築くこと。 

 

1. Acquiring the basic knowledge about the community theory and the ability of analysis and  explanation of multiple problems 

in the modern society. 

2. Understanding the concept of community and the related concepts and acquiring theoretical basis for studying the 

community development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学の観点からコミュニティの理論を体系的に学び、現代社会が直面している都市・地域・福祉問題の具体的な事例分析を通

じて、現代コミュニティの課題を議論する。 

第１に、コミュニティ概念をめぐる複数の理論的立場について、社会学の古典と具体的な事例をもとに学ぶ。第 2に、コミュニティ

の境界や帰属、包摂と排除をめぐる問題について、都市、国民国家、グローバリゼーションの観点から議論する。第 3 に、それで

もなお、人びとの生存の場としてのコミュニティが希求されていること、その可能性と課題を考える。 

 

We will study the theory of community and discuss the issues of the modern community through the case studies of various 

problems about the city, region, welfare in the modern society. 

First, we will learn the various theoretical perspectives about the concept of community from the classics of sociology and case 

studies.Second, we will discuss the problems about boundaries, belonging, inclusion and exclusion of community, dealing with 

topics of the city, nation state, globalization. Finally, we will consider the fundamental need of community as the way of live. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. コミュニティ論の基礎概念 

3. 社会組織としてのコミュニティ 

4. 社会関係としてのコミュニティ 

5. 象徴としてのコミュニティ 

6. 都市化とコミュニティ（1）──インナーシティ 

7. 都市化とコミュニティ（2）──郊外 

8. 国民国家とコミュニティ（1）──領土化と歴史的地域 

9. 国民国家とコミュニティ（2）──国民化とエスニシティ 

10. グローバリゼーションとコミュニティ（1）──移動性 

11. グローバリゼーションとコミュニティ（2）──場所 

12. コミュニティの力（1）──福祉コミュニティ論再考 

13. コミュニティの力（2）──生存の場としてのコミュニティ 

14. 総括 

 

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

毎回の配布資料をよく復習しておくこと。 

授業で紹介したコミュニティ論の重要文献を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポートの提出数(30%)/小レポートの内容(30%)/期末レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業への参加の質（コメントシートの内容、質問、論題提供

など）30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に指定せず、授業中にレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本康編、2014、『都市社会学・入門』、有斐閣 (ISBN:9784641220157) 

2. ジグムント・バウマン、2017、『コミュニティ──安全と自由の戦場』、筑摩書房 (ISBN:9784480098252) 

3. ジェラード・デランティ、2006、『コミュニティ──グローバル化と社会理論の変容』、NTT出版 (ISBN:9784757141216) 

4. 吉原直樹、2011、『コミュニティ・スタディーズ──災害と復興、無縁化、ポスト成長の中で、新たな共生社会を展望する』、作品

社 (ISBN:9784861823251) 

5. 地域社会学会編、2011、『新版キーワード地域社会学』、ハーベスト社 (ISBN:9784863390287) 

6. 伊藤守・他編著、2017、『コミュニティ事典』、春風社 (ISBN:9784861105388) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語やスマートフォンの使用など授業の運営を妨げる行為には厳しく対処します。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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 

人数制限 250 名 

 

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。 

 

Learn from the Bible and Christian history that the practice of welfare is a fundamental intent of Christianity. 

 

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学ぶ。映像資料も用いる予定であ

る。 

 

It can be said that Christianity is the source of community welfare. Therefore, we will study the establishment of Christianity 

and its subsequent development, focusing in particular on the writings of the Bible, and learn what role this religion has played in 

community welfare. Visual materials will also be used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 コミュニティとは？ 

2. コミュニティの起源とその多層性――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 

人間の創造と楽園追放の物語 

4. 旧約聖書に見られる福祉の思想（２） 人間世界の矛盾、支配と抑圧、差別を乗り越える方法―超越神の導入、恵みとして

の法 

『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 
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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)） 

 

 

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。 

 

Students will touch on the diverse spread of NPOs as a new aspect of civil participation, gaining a basic understanding of social 

functions and management methods. 

 

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。 

 

Today, NPOs are presenting alternatives, and practicing new forms of resident participation as business entities. In this lecture, 

audiovisual materials such as videos will be used, as we examine NPO management methods, functions in the modern society 

(especially community formation), as well as touching on activity contents from the British example. 

 

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)(60%)/出席と授業参加(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業参加状況 30%,中間レポート 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)） 
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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） 
【2020 年】4 月 14 日付成績評価方法変更有り（変更理由：誤記修正のため） 

 

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。 

 

Understanding the basic structure of local administration, touching on the current situation and issues today's local 

governments face, while considering the concepts of local autonomy. 

 

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。なぜ、そうなっているのか？何が問題なのだろうか？この授業では，私たちが普段当たり前と捉えている制

度・政策・慣行がなぜ存在し、何が問われているかということについて、毎回のテーマに沿って問いを設定して考えていく。その

際，適宜グループ討議を行うとともに、現役の市長・議員・行政職員等をゲスト・スピーカーとして招聘し，自治体行政とそれを取り

巻く政策動向や，自治とデモクラシーの関係についての理解をより深められるように配慮する。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。そこで，授業では海外

の映画も鑑賞しながら、地方自治のリアルな実態を学べるようにしたい。 

 

We are exposed to government services and regulations in various aspects of daily life. Moreover, in Japan, most are 

administered through local government. Why is that so? What is the problem? In each session, we will establish questions 

according to each theme, considering why there are systems, policies, and practices that are commonplace to us, and what is 

being asked. At this time, while conducting group discussions as appropriate, we will invite active mayors, members and 

administrative staff as guest speakers, deepening our understanding of the relationship between local government and its 

related policy trends, autonomy and democracy. Coupled with the current trend of reform called “Governance theory", in recent 

years, the role of government and the state of the community is being re-examined. Therefore, students will explore the 

realities of local autonomy, while watching foreign films in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 政府はなぜ必要なのか？ 

3. 自治はなぜ求められるのか？：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。 

自治体政策や法制度、地方自治・行政学に関する理論など、一見とっつきにくい面もあると思われるが、本学科の専門的な学び

を深めるには不可欠の知識・概念である。できる限り毎回具体的なテーマを設定し、平易に説明する努力をするので、是非意欲

的に学んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業での発言等の貢献度(30%) 
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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)） 

【2020 年】5 月 1 日付成績評価割合変更有り（変更理由：科目担当者による申し出のため）  

変更前：レポート試験 90％、平常点 10％（授業での発言等の貢献度(10%)） 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年】4 月 14 日付成績評価方法変更有り（変更理由：誤記修正のため） 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リサーチ・デザインを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
跡部 千慧（ATOBE CHISATO) 

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。 

 

【社会調査士】 

本科目は社会調査士 B 科目である。 A科目「社会調査法」を同時に履修するか、履修済であることが望ましい。 

 

・Ability to ask questions, set hypotheses, plan and conduct surveys. 

・Ability to create questionnaires, with consideration of question sentences and options. 

・Ability to properly input and aggregate survey data. 

 

[Social Researcher] 

This subject is equivalent to Social Researcher Certification Course B. It is preferred for students to have already taken 

Methods of Social Research, Course A, or to be taking simultaneously. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、社会調査の基本的事項を習得しつつある学生を対象に、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、仮説生成型調査と仮説検証型調査の基本的な手法などに関する講義部分と、クラス内

／学内での小規模な調査を実践する実習部分から成り立っており、履修者が社会調査の一連のプロセスを習得することを目的と

する。 

 

While acquiring the basics of social research, students will learn in a practical training format, the processes from planning and 

implementation of research, to data collection and analysis. In this class, the purpose is to acquire the related processes of 

social surveying, with one part of the lecture consisting of the basic methods of both hypothesis generation and hypothesis 

verification type survey types, and another part where small-scale survey practicals are conducted, inside the class / 

university. 

 

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. 社会調査の企画と設計（1）──仮説生成型と仮説検証型、統計的研究と事例研究 

3. 社会調査の企画と設計（2）──問い、概念、変数、仮説 

4. 仮説生成型調査（1）──フィールドワーク、事例研究 

5. 仮説生成型調査（2）──観察とフィールドノートの作成 

6. 仮説生成型調査（3）──質的コーディング 

7. 仮説生成型調査（4）──理論仮説の生成 

8. 仮説検証型調査（1）──サーベイ、統計的研究、サンプリング 

9. 仮説検証型調査（2）──仮説、質問項目、調査票の作成 

10. 仮説検証型調査（3）──プリテスト、調査票の検討と完成 

11. 仮説検証型調査（4）──調査票調査の実施と回収 

12. 仮説検証型調査（5）──調査データの整理・入力 

13. 仮説検証型調査（6）──データの集計（単純集計、度数分布、2変数のクロス集計表） 

14. まとめ・レポート提出 

 

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） 
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授業への実質的な参加(20%)/授業内での課題(40%)/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) 

2. 佐藤郁哉、2006、『フィールドワーク 増訂版』、新曜社 (ISBN:978-4788510302) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ学習を中心とするため、出席はもちろん、授業への積極的な参加が求められる。課題説明やデータ入力・集計などを行

う重要な回を欠席した場合、単位取得は難しい。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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） 
人数制限 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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。 

 

The aim is to acquire the basics of knowledge and thinking necessary to understand policy. 

 

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。 

 

In the first half, we will explore the flow of policy from formation, to implementation and evaluation, considering the concrete 

analytical framework and theory necessary for policy analysis, and the current situation, including issues of policy (science). In 

the second half, we will explore public service theory and policy planning, before an explanation of individual policies. 

 

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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 新川達郎編、2013 年、『政策学入門』、法律文化社 

2. 足立幸雄・森脇俊雅編、2003年、『公共政策学』、ミネルヴァ書房 

3. 真山達志編、2016 年、『政策実施の理論と実像』、ミネルヴァ書房 

4. 秋吉貴雄、2017 年、『入門 公共政策学』、中公新書 

上記の他の参考文献は、講義時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■IC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会政策 

(Social Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 康裕(ENDO YASUHIRO) 

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 

2012 年度以降入学者対象 

人数制限 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）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。 

（2）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。 

 

（1）Understanding and explain basic knowledge of social policy. 

（2）Based on the knowledge above, it will be possible to critically consider real Social Policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会政策は、所得保障、雇用、教育、保健医療や住宅など、市民の生活を支えている諸政策です。そして社会政策は、私たちの

生活に大きくかかわっています。 

本講義では、社会政策に関する基本的な知識について学びます。また、社会政策を批判的に検討できるようになることも目標とし

ています。 

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）個別の制度・政策の概要、（3）社会政策の

現代的課題を紹介します。 

皆さんには、“この社会で生きていく者”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と考えま

す。 

 

Social Policy refers to policies such as social security, employment, education, health, medical care and housing, with the direct 

aim of supporting the welfare of citizens. As a result, these social policies are closely related to our lives. 

In this lecture, the aim is to acquire basic knowledge on social policies and ability to critically consider the problems in social 

Policies. Specifically: (1) Basic knowledge of the concept, history, subjects, methods etc. of social policy, (2) Summary of 

individual systems and policies, (3) Introduce contemporary issues in social policy. 

Finally, it is hoped that lecture students will gain the ability to critically consider social policy issues and necessary 

improvements as a "policy stakeholder". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／社会政策とは何か 

2. 社会政策の対象と方法 

3. 社会政策の歴史的展開 

4. 貧困とは何か 

5. 貧困、格差と不平等 

6. 日本の労働市場・労働政策 

7. 社会保障制度の根拠 

8. 社会保障制度①（所得保障）：公的扶助 

9. 社会保障制度②（所得保障）：社会手当／年金保険 

10. 社会保障制度③（医療保障）：医療保険 

11. 育児政策 

12. 住宅政策 

13. 教育政策 

14. これからの社会政策 

 

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

本講義は、配布資料に基づいて進めていきます。参考文献の該当箇所は事前に通読しておくことが望まれます。また、講義終了

後には、参考文献を再読することに加え、関心を持ったことを調べることが望まれます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(20%)/レポート(20%) 

毎回の講義終了時にコメントペーパーを提出を求める予定です。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 椋野美智子/田中耕太郎、2019、『第 16 版 はじめての社会保障』、有斐閣アルマ (ISBN:9784641221352) 

2. 駒村康平ほか 4 名、2015、『社会政策』、有斐閣アルマ (ISBN:9784641220584) 

3. 伊藤周平、2018、『社会保障入門』、ちくま新書 (ISBN:9784480071613) 

4. 社会保障入門編集委員会、2020、『社会保障入門 2020』、中央法規 (ISBN:9784805859766) 

5. 武川正吾、2011、『新版 福祉社会』、有斐閣 (ISBN:9784641124066) 

6. P.スピッカー、2001、『社会政策講義』、有斐閣 (ISBN:9784641161191) 

この他、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・知識を身につける。 さらに獲得した概念・

知識を、実際の社会で生じるさまざまな組織行動の考察に応用できる。 

 

Obtaining the basic concepts and knowledge about "organizations", which are one of the basic components of a modern 

society. Furthermore, the acquired concepts and knowledge can be applied to consideration of various behaviors of specific 

actual organizations. 

 

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。  

 

The class begins with a basic understanding of "organization", and identifies its actions, structures, and development 

mechanisms. The class covers a wide range of organizations, such as government and local governments and non-profit 

organizations (NPOs) in addition to companies that are for-profit organizations, and their characteristics are explained through 

the comparison of different organizations, such as for-profit and not-for-profits - promoting an understanding of the 

organization. Classes will take the form of lectures on the basic concepts and knowledge, as well as discussions between 

instructors and students, or in groups.  

 

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て理解する｡  

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：映像教材を題材に､ リーダーシップと集団での意思決定について、実際の場面での展開にもと

づいて考える｡  

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／ソーシャルビジネス）という組織の特徴を、純粋な営利組織

および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、当該授業で扱った内容にかかわる事例について考察するよう、授業ごとに指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への出席とリアクションペーパー(25%)/授業への参加・貢献(10%)/課題レポート(15%) 

課題の詳細は、授業中に指示する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業への出席とリアクションペーパー25%,授業への参加・貢
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献 10%,課題 15%) 

 

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. 金井壽宏、1999、『経営組織―経営学入門シリーズ』、日本経済新聞社 (ISBN:4532105374) 

3. 沼上幹、2004、『組織デザイン』、日本経済新聞社 (ISBN:4532110238) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 高尾義明、2019、『はじめての経営組織論』、有斐閣 (ISBN:4641150680) 

7. 田尾雅夫、吉田忠彦、2009、『非営利組織論』、有斐閣 (ISBN:4641123896) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は、パワーポイントを使用した講義形式を中心とする。その他、印刷物（新聞・雑誌など）や映像資料も適宜活用する。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。リアクションペーパーについては、次回授

業開始時にフィードバックを行う。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） 

抽選登録／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 

2012～2015 年度入学者対象 

人数制限 250 名 

 

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。 

 

We will learn about the role played by “culture” in the planning and implementation of policies that promote the creation, 

maintenance, and development of communities, generating ideas that can be used in the field of community policy. 

 

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。 

 

Based on the idea of the classroom as a single community, students will perform the following five activities. 1. Meeting each 

other 2. Getting to know each other 3. Mutual understanding, 4. Project planning and implementation, 5. Review. Focusing on 

“culture” (types of thoughts and actions shared by groups, the symbols they express etc.), we will deepen our understanding of 

the function of community policy. 

 

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)(30%)/リアクションペーパーによる振り返り(40%)/ワークの成果物および取り組み(30%) 

 

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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■IC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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 

2012～2015 年度入学者対象 

人数制限 250 名 

 

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。 

 

We will learn about the role played by “culture” in the planning and implementation of policies that promote the creation, 

maintenance, and development of communities, generating ideas that can be used in the field of community policy. 

 

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。 

 

Based on the idea of the classroom as a single community, students will perform the following five activities. 1. Meeting each 

other 2. Getting to know each other 3. Mutual understanding, 4. Project planning and implementation, 5. Review. Focusing on 

“culture” (types of thoughts and actions shared by groups, the symbols they express etc.), we will deepen our understanding of 

the function of community policy. 

 

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)(30%)/リアクションペーパーによる振り返り(40%)/ワークの成果物および取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 358 - 

 

 

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） 
加藤 洋平(KATO YOHEI)  

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） 

①自治体の政策がどのように形成、実施されているのかを理解する。 

②各政策分野ごとの政策内容、実施方法の違いについて理解する。 

③自治体が実施している政策の現状や課題を分析できるようになる。 

 

1. Understand how the policies of the local government are formed and implemented. 

2. Understand the differences in policy contents and implementation methods in each policy area. 

3. Students will become able to analyze the present situation, and issues associated with policies implemented by local 

governments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、自治体が実施している政策分野を取り上げて、政策がどのように形成、実施されているのかを事例を通して学ぶこと

が目的である。自治体は、多くの政策を所管している。この授業では、福祉、環境、地域、防災、公共サービスなどの政策を取り

上げて、実際にどのように政策が形成、実施されているのかをみていく。 

 

The purpose of the class is to take up the policy areas that the local government is implementing, and to learn, through case 

studies, how policies are formed and implemented. Local governments are responsible for many policies. In this class, we 

examine policies such as welfare, environmental, community, disaster prevention, public services, and see how policies are 

actually formed and implemented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 公共サービス① 

3. 福祉・保健政策① 

4. 地域政策① 

5. 地域政策② 

6. 環境政策① 

7. 環境政策② 

8. 防災・危機管理政策① 

9. 防災・危機管理政策② 

10. 防災・危機管理政策③ 

11. 公務員と公共政策① 

12. 公務員と公共政策② 

13. 公務員と公共政策③ 

14. レポートの作成 

 

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

レジメを予習、復習する（予習 30 分、復習 30 分） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/中間レポート(35%)/最終レポート(35%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (最終レポート(Final Report)20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋吉貴雄、伊藤修一郎、北山俊哉、2015 年、『公共政策学の基礎〔新版〕』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
日本の主要な福祉制度を理解する 

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） 

 日本の福祉制度について、その基本的な役割や仕組みについて理解したうえで、それらの制度が抱える問題や課題について

説明できるようにする。  

 

Understanding the basic roles and mechanisms of the Japanese welfare system, and explaining the problems and issues these 

systems face.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本社会の高齢化、単身化、過疎化が進む中で、ますます福祉制度の役割が高まっている。そのため、福祉制度の重要な柱

である年金、医療、介護、生活保護、社会福祉の各制度の具体的な内容と現在および今後の課題を考察する。また、その対応す

る生活問題を理解するために、福祉問題の現状や社会状況についても押さえておきたい。 

 なお、学生の主体的な参加のために、必要に応じてディスカッションやグループワークの機会も設けたい。さらに、福祉制度の

具体的な問題を理解するために、映像資料の利用やゲストスピーカーなど活用する予定である。 

 

As Japan's society is aging, increasingly single and the population is declining, the role of the welfare system is increasing. As a 

result, we will consider the specific contents of the welfare system, such as the pension, medical care, elderly care, social 

welfare, which are important pillars of the welfare system, along with present and future issues. In addition, in order to 

understand the corresponding issues in life, we will examine the present situation of the welfare problems. 

 Furthermore, students will have the opportunity for active participation in discussions and group work. Also, we plan to invite 

guest speakers and watch video materials to understand the specific problems of the welfare system. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福祉制度とは－概念、役割、必要性  

2. 市場経済と福祉国家、財政構造 

3. 日本の年金システム 

4. 年金制度の現状と問題点 

5. 日本の医療システム 

6. 医療制度の現状と問題点  

7. 日本の介護システム 

8. 介護制度の現状と問題点 

9. 日本の社会福祉 

10. 社会福祉の現状と問題点 

11. 日本の生活保護 

12. 生活保護の現状と問題点 

13. 日本の社会と福祉制度 

14. 福祉制度の今後の在り方 

 

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、テキストの各章に挙がっている

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(30%)/授業内課題(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)85%, 平常点(In-class Points)15% (リアクションペーパーや受講態度等 10%,授業時に提示した

課題 5%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 吉田健三・加藤美穂子・木下武徳編、2017、『日本の社会保障システム』、東京大学出版会 (ISBN:4130421476) 

 

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ことがある。 

また、フィードバックについては、必要に応じて、次回授業開始時や立教時間を利用して行う。 

学生とのコミュニケーションツールとして、立教時間を利用するので、１週間に２、３度は見るようにしてください。また、大学メール

アドレスに連絡することがあるので、大学のメールも見るようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
日本の主要な福祉制度を理解する 

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） 
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） 

 日本の福祉制度について、その基本的な役割や仕組みについて理解したうえで、それらの制度が抱える問題や課題について

説明できるようにする。  

 

Understanding the basic roles and mechanisms of the Japanese welfare system, and explaining the problems and issues these 

systems face.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本社会の高齢化、単身化、過疎化が進む中で、ますます福祉制度の役割が高まっている。そのため、福祉制度の重要な柱

である年金、医療、介護、生活保護、社会福祉の各制度の具体的な内容と現在および今後の課題を考察する。また、その対応す

る生活問題を理解するために、福祉問題の現状や社会状況についても押さえておきたい。 

 なお、学生の主体的な参加のために、必要に応じてディスカッションやグループワークの機会も設けたい。さらに、福祉制度の

具体的な問題を理解するために、映像資料の利用やゲストスピーカーなど活用する予定である。 

 

As Japan's society is aging, increasingly single and the population is declining, the role of the welfare system is increasing. As a 

result, we will consider the specific contents of the welfare system, such as the pension, medical care, elderly care, social 

welfare, which are important pillars of the welfare system, along with present and future issues. In addition, in order to 

understand the corresponding issues in life, we will examine the present situation of the welfare problems. 

 Furthermore, students will have the opportunity for active participation in discussions and group work. Also, we plan to invite 

guest speakers and watch video materials to understand the specific problems of the welfare system. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福祉制度とは－概念、役割、必要性  

2. 市場経済と福祉国家、財政構造 

3. 日本の年金システム 

4. 年金制度の現状と問題点 

5. 日本の医療システム 

6. 医療制度の現状と問題点  

7. 日本の介護システム 

8. 介護制度の現状と問題点 

9. 日本の社会福祉 

10. 社会福祉の現状と問題点 

11. 日本の生活保護 

12. 生活保護の現状と問題点 

13. 日本の社会と福祉制度 

14. 福祉制度の今後の在り方 

 

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、テキストの各章に挙がっている

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(30%)/授業内課題(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)85%, 平常点(In-class Points)15% (リアクションペーパーや受講態度等 10%,授業時に提示した

課題 5%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 吉田健三・加藤美穂子・木下武徳編、2017、『日本の社会保障システム』、東京大学出版会 (ISBN:4130421476) 

 

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ことがある。 

また、フィードバックについては、必要に応じて、次回授業開始時や立教時間を利用して行う。 

学生とのコミュニケーションツールとして、立教時間を利用するので、１週間に２、３度は見るようにしてください。また、大学メール

アドレスに連絡することがあるので、大学のメールも見るようにしてください。 

 

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。 

 

Students will obtain an overview of Japan’s health promotion policy, centered on physical activity and exercise, and acquire the 

basic ability to analyze and evaluate the policy process that supports the well-being of a healthy and wealthy people. 

 

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｡ 

 

Explaining the background and trends from real-life health issues, based on handouts. In addition, we will listen to voices from 

those within the health promotion in the field, deepen our understanding through related presentations and surveys on health 

promotion policies. 

 

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 

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. ソーシャルキャピタル～健康づくりは街づくり 

7. たばこをめぐる攻防 

8. 健康日本 21（第二次） 調査研究プレゼンテーション 

9. 健康日本 21（第二次） 調査研究プレゼンテーション 

10. 身体活動の効果とアクティブガイド 

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と貯筋プロジェクト 

13. スポーツ庁が行う健康政策 

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%)/調査研究プレゼンテーション(20%)/毎授業時のテーマに関する理解度チェック(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。 

 

Understand the social science of sport policy, its historical development, as well as the characteristics and issues of sport 

policy in modern society from the perspective of sport promotion. This subject is positioned as specialized core subject. 

 

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。 

 

This course will provide explanation on the concept of politics and policy using handouts attended by lectures on the policy 

framework for sport. In addition, topics related to sport policy will be introduced from the perspective of "sport and 

globalization" and “post-war Japan sport policy", exploring historical characteristics, features and issues of sport policy in 

contemporary society. 

 

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（授業内小レポート 1） 

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 1） 

7. 体育政策としての日本のスポーツ政策概念の特徴と課題 

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）；（テキスト予習レポート 2） 

「スポーツ振興基本計画」から「スポーツ立国戦略」へ 

12. 総合型地域スポーツクラブの政策的課題；ビデオ学習（授業内小レポート 2） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(10%)/授業内・外レポート(30%) 

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。但し、出席自体は平常点には含まれない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (講義内での小レポートおよび予習レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

・こちらで用意したテキスト資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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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) 

2. 土佐昌樹編、2015 年、『東アジアのスポーツ・ナショナリズム』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07478-5) 

 

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。 

 

The aim of this class is to acquire the following abilities in the subject. 

1) An understanding of the history, theories and systems of international cooperative assistance to address poverty, human 

rights, conflict and the environment. 

2) The ability to understand the current state of development assistance, as well as analyze and consider from both policy and 

field perspectives. 

3) Given the exacerbation of global issues and changes in the international political and economic situation, students will acquire 

the ability to critically consider the role of development assistance, and suggest actions that citizens should take toward future 

development assistance. 

4) To be able to make proposals and actions aimed at what citizens can do to solve global-scale problems, such as reviewing 

our lives, while critically considering the concept of "development” based on development assistance. 

 

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。 

 

The history of international cooperation and international assistance begins in the post-war Cold War era, when the various 

development assistance theories were created, and by examining how and what development assistance (especially ODA) was 

conducted under changing international law, it will be possible to analyze the current situation from the perspective of foreign 

policy and the effect of aid in the field. In addition, based on this, the purpose will be to critically examine the shape of future 

development assistance, and to cultivate the ability to act for concrete reform. 

 

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. ODAの歴史（１）：戦争賠償から ODA大国へ 

4. ODAの歴史（２）：ODA と政治・政治家 

5. ODAの歴史（３）：「反テロ戦争」下の援助―軍事化する援助 

6. 多様な主体との連携（１）：ODA と NGOのパートナーシップ 

7. 多様な主体との連携（２）：企業とのパートナーシップと市民社会の役割 

8. 多様な主体との連携（３）：人道支援における民軍連携 

9. 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 

10. 開発援助の課題と新たな潮流（２）：権利ベースアプローチ 

11. 開発援助の課題と新たな潮流（３）：アフリカの課題と開発援助の役割 

12. 開発援助の課題と新たな潮流（４）：持続可能な開発目標（SDGs） 

13. 開発援助の課題と新しい潮流（５）：格差、難民、気候危機 

14. 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） 

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） 

中間レポート（2 回）(70%)/最終発表(30%) 

2020.6.23 付変更【変更前】レポート試験(Report Exam)50％、平常点(In-class Points)50％（中間レポート（2 回）(30%)、最終発表

(20%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村井吉敬、2016、『徹底検証ニッポンの ODA』、コモンズ (ISBN:9784861870200) 

第 3 回〜第 8 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)） 

 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
そもそも財政って、私と関係ないのか？ 

担当者名 

（Instructor） 
宋 宇(SONG YU) 

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学習し、身近な地方財政問題について自ら考え、問いかけてみることを目標としてい

る。 

 

The aim is for students to learn knowledge about local finance in Japan, and discover, consider and investigate Local Public 

Finance issues of which they are aware. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 一般的に財政は「公共の経済」と定義されている。そのため、財政は「政府の経済」と理解されている。政府と言えば、中央政府

と地方政府（日本の場合、地方公共団体または地方自治体と呼ぶ）という多段階の政府によって構成されている。地方財政という

学問の知識・理論を用いて、地方財政の経済活動を分析するのが地方財政論である。 

 

 本講義はまず、財政の成り立ちを確認し、特に地方財政の役割とその仕組みについて解説する。具体的に地方財政の基礎的

理論である地方予算、地方経費、地方収入、地方債等の制度について、説明する。次に、社会的に関心が高い地方財政の問題

を取り上げ、日常生活の地方財政の事例を取り上げ、一緒に考え議論し、個人作業とグループワーク作業を通じて理解を深め

る。 

 

Generally, Public Finance is defined as "public economics". Therefore, Public Finance is understood as "government's 

economy". The government is composed of multilevel government agencies called central and local government, (which in Japan 

is known as the local public authority, or local government). Local finance theory analyzes the economic activity of local public 

finance, using the knowledge and theory of the study of Local Public Finance. 

This lecture checks the state of finance, in particular explaining the role of Local Public Finance and its mechanisms. 

Specifically, we will analyze the basic theory of Local Public Finance, such as local budgets, local expenses, local income and 

local bonds etc. Also, examining the issue of Local Public Finance where there is great interest in social matters, it is hoped 

students will deepen their understanding of their own daily lives through exchanging ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：財政とは何か。自分と関係ないのか？ 

2. 財政の機能、国家財政と地方財政の役割分担 

3. 国家財政と地方財政の関係：政府間財政関係 

4. 地方経費：金の使い道と意味 

5. 地方予算：金の使い道はどのように決まるのか 

6. 地方税の体系と種々地方税 

7. 地方交付税制度とその考え方 

8. 地方交付税の算定 

9. 国庫支出金 

10. 地方債＆ケーススタディのディスカッション 

11. 地域間格差：住んでいる地方公共団体について調べ、発表し、地域間の財政力格差を整理する 

12. 対人社会サービスの地方財政＆ケーススタディ 

13. 地方財政の展望＆グループワーク 

14. 講義のまとめ（20 分）、最終テスト（80 分） 

 

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

授業計画に沿って、テキストをもって事前に予習すること（1 時間程度）；毎回、必ず復習を行うこと（2 時間程度） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Blackboard 上での日誌提出(30%)/オンライン授業中の取り組み（Zoomグループセッションでのディスカッションを含め）

(10%)/Blackboard 上の中間レポート提出(30%)/Blackboard でのテスト実施(30%) 
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3 回以上の欠席、または出席してもまったく授業参加しない場合、評価対象外とする。。<BR><BR>2020.6.1 付変更【変更前】平常

点(In-class Points) 100 ％ （リアクションペーパー(30%) 、授業内の取り組み、グループワーク(30%) 、最終テスト(Final 

Test)(40%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸（著）、2017、『地方財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4-641-18435-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小西砂千夫、2011、『基礎から学ぶ地方財政』、学陽書房 (ISBN:ISBN978-4-313-12096-9) 

2. 神野直彦・小西砂千夫、2014、『日本の地方財政』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4-641-16448-2) 

3. 金澤史男、2005、『財政学』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-18320-1) 

4. 神野直彦、2007、『財政のしくみがわかる本』、岩波ジュニア新書 (ISBN:ISBN978-4-00-500566-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

所属大学の教員紹介（https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/teacher/staff/detail/3336） 

 

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する。 

 

The goal is to understand the development process of the human mind through the life cycle and the methods of support for 

this from the viewpoint of clinical psychology. 

 

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る。 

 

We learn about the development of the human personality through factors such as society, environment, and the relationships 

surrounding individuals, in addition to the development of biological abilities. We learn about issues relating to development at 

each age stage of our lives, especially up to adolescence, and consider problems with the mind and pathological conditions that 

can occur easily. We consider methods of support based on clinical psychology. 

 

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. 学童期(小学生時代)～ルールのある集団生活への適応 

5. 青年期 1（思春期：中高生時代)～心身の変化と混乱・自立への助走 

6. 青年期 2(大学生時代)～自分が「自分」になる・アイデンティと恋愛 

7. 青年期 3(大学卒業に向けて)～大学生活のライフサイクル・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. ライフイベントと家族のライフサイクル 

12. 自殺とライフサイクル〜自殺予防、自死遺族ケア 

13. ライフサイクルの中での「悩むこと・病むこと」をどう捉えるか 

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。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する。 

この点を踏まえ、他受講生の視点を取り入れて更に興味関心を深めて行くことを期待する。 

リアクションペーパーは返却しないので、授業後に自信の考えたこと、感じたことを、箇条書きなどでメモにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(20%)/小テスト×２回（各 30％）(60%)/学期末レポート(20%) 

最終授業時に筆記試験を行います。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (講義ごとのリアクションペーパー（提出任意）20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。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する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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する。基本的に講義形式が中心だが、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。 

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 Blackboard に掲載。但し、パワーポイント以外の配布資料は授業出

席時のみ配布とする。 

 

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、コミュニティの安心・安全を考える 

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」と「社会の安全・安心」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。 

 

Acquiring the ability to understand the current situation, as well as response mechanism of several examples of deviant 

behavior and conflict in Japan and the world, thinking about means of “social justice" and "peace of the society", achieving the 

well-being of diverse people from different backgrounds, and thinking about measures for social coexistence. 

 

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」や「社会の安心・

安全」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。 

 

Several examples of deviant behavior and conflict in Japan, and in the world will be examined to highlight the current situation 

and background. Students will also consider means of “social justice” and "peace of the society".  In addition, the mechanisms 

for repairing deviant behavior and conflicts, the results and limitations will be explored. Then, we will examine measures to 

achieve individual coexistence and social harmony. In addition, we will invite practitioners and experts from the field where 

appropriate, leaning from real-life situations. 

 

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、国家の必要性を踏まえ、「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. 人々の争いに関する海外のドキュメンタリーDVD を視聴し、広義の「紛争」問題の現実と解決のための営みを知る 

6. 海外の「移民問題」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、現在の日本で生じている非行の背景と社会的意味を知る 

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 — 修復的司法を知る 

11. 紛争解決の方策３ — 草の根の市民組織や NGO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） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/出席状況(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパー10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でレジュメを配布する。 
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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. 宮島喬、201、『現代ヨーロッパと移民問題の原点』、明石書店 (ISBN:ISBN978-4-7503-4304-4) 

4. ビル・エモット、2017、『「西洋」の終わり 世界の繁栄を取り戻すために』、日本経済新聞出版社 (ISBN:ISBN978-4-532-

35737-5) 

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、コミュニティの安心・安全を考える 

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」と「社会の安全・安心」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。 

 

Acquiring the ability to understand the current situation, as well as response mechanism of several examples of deviant 

behavior and conflict in Japan and the world, thinking about means of “social justice" and "peace of the society", achieving the 

well-being of diverse people from different backgrounds, and thinking about measures for social coexistence. 

 

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」や「社会の安心・

安全」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。 

 

Several examples of deviant behavior and conflict in Japan, and in the world will be examined to highlight the current situation 

and background. Students will also consider means of “social justice” and "peace of the society".  In addition, the mechanisms 

for repairing deviant behavior and conflicts, the results and limitations will be explored. Then, we will examine measures to 

achieve individual coexistence and social harmony. In addition, we will invite practitioners and experts from the field where 

appropriate, leaning from real-life situations. 

 

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、国家の必要性を踏まえ、「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. 人々の争いに関する海外のドキュメンタリーDVD を視聴し、広義の「紛争」問題の現実と解決のための営みを知る 

6. 海外の「移民問題」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、現在の日本で生じている非行の背景と社会的意味を知る 

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 — 修復的司法を知る 

11. 紛争解決の方策３ — 草の根の市民組織や NGO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） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/出席状況(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパー10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でレジュメを配布する。 
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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. 宮島喬、201、『現代ヨーロッパと移民問題の原点』、明石書店 (ISBN:ISBN978-4-7503-4304-4) 

4. ビル・エモット、2017、『「西洋」の終わり 世界の繁栄を取り戻すために』、日本経済新聞出版社 (ISBN:ISBN978-4-532-

35737-5) 

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） 

抽選登録／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、および人間によるコミュニティ形成の可能性と

限界を考える 

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） 
人数制限 250 名 

 

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検討し、それを支援する実践につ

いて理解する。さらに、人間によるコミュニ形成も視野に入れて、人間とコミュニティの福利について考察する。 

 

We will discuss the meaning and issues of human growth and development as human beings in the community, and theoretically 

investigate with the practice to support. In addition, we will consider human and community welfare, with a view to community 

formation. 

 

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、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。同時に、人間によるコミュニティ形成も視野に入れて、人間とコミュニティの福利について考察する。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。 

 

Highlighting a theoretical framework to understand human growth in the community, while examining social mechanisms and 

issues that support human growth and development. At the same time, we will consider human and community welfare, with a 

view to community formation. Also, we will invite practitioners and stakeholders from the field as appropriate, listening to their 

experience so we can learn from reality. 

 

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」や「社会的子育て」の実態、課題、対策 

5. 「ひきこもり」の実態と背景にある社会の問題、対策 

6. 「孤立する高齢者」や「認知能力の制約を抱える高齢者」の実態と背景にある社会の問題 

7. 「精神に障害を持つ者」の実態、支援体制、課題  

8. 「非行」の実態、課題、対策 

9. 人間が生活し成長する場であるコミュニティの機能、実態および課題 

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、対策 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内課題(30%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパー10%) 

 

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。 
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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） 
コミュニティを自明視せずに再考する 

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） 

なぜ，「コミュニティ」が求められるのか。そこには，いかなる歴史があるのか。「コミュニティ平和」とは何で，どのような問題がある

のか。コミュニティを自明視せずに，「コミュニティの意義と課題」を改めて考える。 

 

Why do we want to be part of a “Community”? What is the history of this? What is “Community Peace”? What are the issues 

around this? Without taking our community for granted, we consider the significance and topics of a community from a fresh 

perspective. 

 

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。戦争がなければ平和なのか。なぜ，「コミュニティ」

における「平和」なのか。どうして，そもそも我々は「コミュニティ」を求めるのか。このような関心から，第一に，コミュニティ希求の

歴史と現状を検討することを通じて，「コミュニティ平和」を多角的に考えていく。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。 

 

What is the condition or state that is implied by the word “peace” as used in everyday language? If there is no war or conflict, 

does that mean that peace exists? Why do we want peace in a community? Why do we need a community in the first place? 

From this point of view, we first consider “community peace” from a variety of perspectives through the history of community 

aspirations and examination of the current situation. Second, we consider the current situation and issues of the community 

with specific examples related to security, exclusion, discrimination and so on. 

 

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. 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」：安心・安全とコミュニティ 

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」：排除と差別 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーと授業態度 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視覚教材を多く用いて講義する。学生に身近な具体例を扱いながら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，睡眠，スライドの撮影などは厳禁の授業なので（平常点に反映される場合がある），そのことを自覚

（理解して賛同）したうえで履修すること。なお，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） 
コミュニティの視点から考える 

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） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エスニシティおよび関連概念に関する基本的な知識を習得し、現代社会の諸問題をエスニシティ論の観点から解釈・分析する力

を身につけること。 

 

Acquiring the basic knowledge about the concept of ethnicity and related concepts and the ability of analysis and explanation of 

multiple problems in the modern society from the viewpoint of ethnicity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

エスニシティおよび関連概念について、都市化、国民国家、グローバリゼーションなどの論点と関連させながら学ぶ。とりわけ現

代コミュニティにおける、境界と伝統の創造、包摂と排除をめぐる問題を、エスニシティの観点から再考する。現代コミュニティ論と

併せて履修することが望ましいが、必須ではない。 

 

We will study the concept of ethnicity and related concepts dealing with urbanization, nation states and globalization. Especially 

we will review the problems of invention of boundary and tradition, and inclusion and exclusion in modern communities from the 

view point of ethnicity. It is preferred, but not a requirement to take "Theory of Modern Community." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. エスニシティの基礎概念 

3. 都市とエスニシティ（1）──シカゴ学派都市社会学 

4. 都市とエスニシティ（2）──奥田道大グループ 

5. ケーススタディ（1） 

6. 国民国家とエスニシティ（1）──先住民族 

7. 国民国家とエスニシティ（2）──帝国主義 

8. ケーススタディ（2） 

9. グローバリゼーションとエスニシティ（1）──世界システム 

10. グローバリゼーションとエスニシティ（2）──移民／難民 

11. ケーススタディ（3） 

12. コミュニティとエスニシティ（1）──多文化主義をめぐって 

13. コミュニティとエスニシティ（2）──包摂と排除、自治体政策 

14. まとめ 

 

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

毎回の配布資料をよく復習しておくこと。 

授業で紹介した参考文献を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート（授業内容の Review）(40%)/コメントシート（出席および内容）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業中にレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本康編、2014、『都市社会学・入門』、有斐閣 (ISBN:9784641220157) 

2. ジグムント・バウマン、2017、『コミュニティ──安全と自由の戦場』、筑摩書房 (ISBN:9784480098252) 

3. ジェラード・デランティ、2006、『コミュニティ──グローバル化と社会理論の変容』、NTT出版 (ISBN:9784757141216) 

4. 青柳まちこ編、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:9784787796042) 

5. 古城利明監修、2006、『グローバリゼーション/ポスト・モダンと地域社会（地域社会学講座 2）』、東信堂 
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(ISBN:9784887136793) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語やスマートフォンの使用など授業の運営を妨げる行為には厳しく対処します。 

事例を取り上げる際には、文書・写真・映像資料などを多く用います。 

履修人数によってはグループディスカッションなどをとりいれます。 

 

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） 
秋学期(Fall 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） 

コミュニティ政策学科専用科目コード 

スポーツウエルネス学科用科目コード ID285 

他学部・福祉学科は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

Understand the relationship between society, economics, politics and culture, while investigating the meaning of "leisure" and 

“spare time”. 

 

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。 

 

The concepts of “leisure” and “spare time” are becoming familiar in our daily lives. In this class, we will reexamine the meaning 

of “leisure” and “spare time” that we unconsciously enjoy on a regular basis, and while incorporating the latest topics, 

considering in relation to social, economic, political and cultural aspects of Japan and internationally. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業内レポート 50%) 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■IC266 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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） 
秋学期(Fall 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） 

他学部・福祉学科生用（人数制限 20 名） 

コミュニティ政策学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

Understand the relationship between society, economics, politics and culture, while investigating the meaning of "leisure" and 

“spare time”. 

 

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。 

 

The concepts of “leisure” and “spare time” are becoming familiar in our daily lives. In this class, we will reexamine the meaning 

of “leisure” and “spare time” that we unconsciously enjoy on a regular basis, and while incorporating the latest topics, 

considering in relation to social, economic, political and cultural aspects of Japan and internationally. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業内レポート 50%) 

 

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)） 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域コミュニティ形成論として 

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） 
CMC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域コミュニティ形成（Local Community Organizing）としての「まちづくり」の理論と方法についての基本的な知識を習得し、現地

調査（フィールドワーク）を行う上での分析能力を身につけること。また具体的なまちづくりの事例から学び、現場でのコミュニティ

形成の実践力を身につけること。 

 

Acquiring the basic knowledge about the theory and methods of community design and the ability of analysis in the field. 

Learning from the cases of community design, and acquiring the practical skills of  community organizing in several fields.  

 

授業の内容（Course Contents） 

まちづくり（Community Design）の思想と歴史について基本的な知識を学び、地域コミュニティを形成するための様々な理論と方

法について議論する。現代コミュニティが直面している成員の移動性や異質性といった条件のなかで、いかにして「共通の絆」を

発見／創造していくのかを、コミュニティの理論と事例研究を通じて考える。とりわけ、コモンズ論、ネットワーク論、社会関係資本

論、サードプレイス論、観光社会学などの議論を参照する。まちづくりの実践を行っているゲストスピーカーも招く予定である。 

なお、本講義は「現代コミュニティ論」の発展編としての位置づけである。同科目を履修済であることが望ましい。 

 

We will study the basic knowledge about thoughts and history of community design, discuss the various theories and methods 

for organizing local communities, and consider how we discover or create the "common ties" under conditions rising mobility 

and heterogeneity in modern community. Especially we will refer to the theories of commons, social networks, social capitals, 

third place and tourism. We will also invite guest speakers who practice community design. 

Furthermore, this class is advanced class of "Theory of Modern Community," so it is proffered for students to have already 

taken the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. まちづくりの思想と歴史 

3. コミュニティ形成としてのまちづくり 

4. まちづくりと地域開発、都市計画 

5. まちづくりとコモンズ（1） 

6. まちづくりとコモンズ（2） 

7. まちづくりの実践例（ゲストスピーカーによる講義） 

8. まちづくりの諸アクター 

9. まちづくりとネットワーク 

10. まちづくりと社会関係資本 

11. まちづくりと場所（place） 

12. まちづくりと出来事（1）祭り、イベント 

13. まちづくりと出来事（2）住民運動、市民活動 

14. まとめ 

 

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

毎回の配布資料をよく復習しておくこと。 

授業で紹介した参考文献を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業への参加の質（コメントシート、質問や論題提供など）(20%) 

最終レポートでは、授業で紹介した理論に基づき、まちづくり（コミュニティ形成）の具体的な事例を調べ、分析してもらう予定で

す。 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に指定せず、授業中にレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩崎信彦・矢澤澄子監修、2006、『地域社会の政策とガバナンス（地域社会学講座 3）』、東信堂 (ISBN:9784887136809) 

2. 野沢慎司編、2006、『リーディングス ネットワーク論』、勁草書房 (ISBN:9784326601943) 

3. 地域社会学会編、2011、『新版キーワード地域社会学』、ハーベスト社 (ISBN:9784863390287) 

その他、授業の進行にあわせて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語やスマートフォンの使用など授業の運営を妨げる行為には厳しく対処します。 

 

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） 

コミュニティビジネスの発生を、人とくらしの視点から考える。未来への大分岐と言われ

る時代にあって、未来を担う若者にとって大切なのは地球規模で考え、自らの暮しにどう

つながっているか視点をしっかり持つこと、そして実践につなるげことである。 

担当者名 

（Instructor） 
志波 早苗（SHIBA SANAE ） 

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） 

現在の経済動向や社会構造の変化の中で､ 人のくらしはどう変わってきたのか､ そしてそれはどのような問題をはらんでいるの

かを学び､ なぜ今コミュニティ・ビジネスが必要なのかについて､近未来の日本社会のよりよいあり方や人のくらしの視点で理解

し、自らも主体的に実践していくことを目標とする。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the need for community business oriented toward better 

living and society, through learning the changing socio-economic structure of modern Japan inducing difficulties of livelihood. It 

also enhances the development of students’ skills in practicing it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニティビジネスの生成を社会との関連から学ぶには、日本と世界の状況への理解は欠かせない。新自由主義的資本主義

による格差拡大、貧困化の中で、人々のオルタナティブな動きも地球規模で発生している。まず概念や情報を伝え、具体的に自

分の中に落とし込めるように、実践事例を紹介する。どの事例も興味深いものなので、しっくり聞いてほしい。それを下地に自分

の考える課題について、コミュニティビジネス化し、できれば、発表してみる。 

 

To understand community business, contextualizing them is indispensable. In the midst of widening gaps and poverty due to 

neoliberal capitalism, alternative movements of people are occurring on a global scale. This course deals with the basic 

concepts and knowledge concerning various community business typed initiatives. At the end of the course, participants are 

also expected to make community business plan for their supposed social issue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. コミュニティビジネスの定義と今日的価値 

3. 現在の日本の社会状況と課題を理解する① 

4. 現代の日本の社会状況と課題を理解する② 

5. 持続可能な社会づくり① 2 つのグローバリゼーション 

6. 持続可能な社会づくり② ＳＤＧs と協同組合 

7. 事例紹介：農村とコミュニティビジネス  

8. 事例紹介：まちづくりとコミュニティビジネス  

9. 事例紹介：仕事づくりとコミュニティビジネス  

10. 事例紹介：社会的活動とコミュニティビジネス  

11. これまでのまとめ 

12. 一つの事例を解体してみる 

13. 私の考える課題解決に向けたコミュニティビジネス① 

14. 私の考える課題解決に向けたコミュニティビジネス② 

 

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

ガイダンスで講義の一連の流れを説明しつつ、参考図書、調査報告、ホームページ等を紹介するので、それを参考に予習、復習

してほしい。 

 

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(30%)/授業内ワーク(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂田周一、2014、『コミュニティ政策学入門』、誠信書房 (ISBN:ISBN978-4-414-60332-3) 

本冊子は、コミュニティ政策学科の教授の皆さんが政策学科の骨子を論じたものである。その中で、北島健一教授が執筆した第

7 章を参考にする。2014 年出版だが、根本的な課題はいまだ解決に至らず深刻化している面も、様々な協同により進歩した面も
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ある。事前に読んでおくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 一般社団法人 協同総合研究所、2019、『協同ではたらくガイドブック―入門編―』、一般社団法人 協同総合研究所 

2. 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会、2016、『協同労働の挑戦―新たな社会の創造』、萌文社 (ISBN-10: 

4894913097) 

3. 一般社団法人日本協同組合連携機構、2019、『SDGs と協同組合』、家の光協会 (ISBN:ISBN978-4-259-52198-1) 

4. ＷＮＪ、2014、『小さな起業で楽しく生きる』、ほんの木 (ISBN:ISBN978-4-7752-0085-8) 

5. 工藤律子、2016、『雇用なしで生きる』、岩波書店 (ISBN:ISBN978-4-00-022944-9) 

6. 廣田裕之、2016、『社会的連帯経済入門』、集広舎 (ISBN:ISBN978-4-904213-43-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜、授業の中で伝えるので、参照してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■IC276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC276／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」と「環境倫理」 

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） 
2019 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。 

 

Examine the concept of inochi (life in general) from the perspectives of seimei (a measurable concept in biology, medicine, 

philosophy, and other fields), seikatsu (livelihood) and jinsei (human life), understand the problems surrounding modern living, and 

address them in one’s own words. 

 

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。 

 

The College of Community and Human Services upholds a basic philosophy summed up in the motto “Vita dignitati (For the 

dignity of life)”. While mainly referencing discussions of bioethics and environmental ethics, the students shall critically probe 

the current situation surrounding life in general and learn by looking at concrete, alternative proposals via class discussions. 

 

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. 生命誕生をめぐる諸問題（１）：出生前診断 

5. 生命誕生をめぐる諸問題（２）：生殖補助医療 

6. 先端医療技術をめぐる諸問題（１）：移植医療 

7. 先端医療技術をめぐる諸問題（２）：エンハンスメント 

8. 終末期医療をめぐる諸問題（１）：安楽死 

9. 終末期医療をめぐる諸問題（２）：事前指示書 

10. 優生思想をめぐる諸問題（歴史的検討） 

11. 優生思想をめぐる諸問題（現代社会における課題） 

12. 環境倫理の基礎概念検討 

13. 環境倫理の主要論点検討 

14. 総括 

 

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） 



 - 393 - 

■IC280 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC280／質的リサーチ 

(Qualitative Research Method) 

担当者名 

（Instructor） 
跡部 千慧（ATOBE CHISATO) 

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） 

・問題関心に沿って、社会調査を立案・実施するために、質的調査の特徴と行程を理解する。 

・質的調査を行う上で必要な調査倫理を理解する。 

 

Understanding the characteristics and actual processes of various methods of qualitative research, and to acquire the ability to 

plan and conduct independent research. 

- To acquire the necessary attitude and poise necessary to conduct qualitative surveys, and to be able to build relationships of 

trust in the location when conducting future fieldwork. 

 

[Social Researcher] 

This subject is equivalent to Social Researcher Certification Course F. It is preferred, but not a requirement to have completed 

Course A, “Methods of Social Research”. Students who have selected a qualitative research class in Course G, “Practice in 

Social Research" must take this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、これから様々な現場でフィールドワークに取り組むことになる学生とともに、質的調査の方法論を考える。授業は

次の２つから成る。第一に、「数字に頼らない調査」である質的調査は、貧困の実態把握といった福祉調査として発展してきた。ま

た、こうした方法論による社会問題の把握が、社会政策にも活かされてきたという歴史を理解する。第二に、質的調査のデータの

集め方と分析方法を学び、質的調査の醍醐味ともいえる人々の生きざまに分け入ってデータを集め、社会の仕組みと個人をつな

ぐ真理をつかんでいく行程を身につける。 

 質的調査を通じて、話の聴き方や解釈の仕方を身につけることは、学問的な探求だけでなく、日常生活の人間関係にも活かさ

れていく側面がある。本授業において、質的調査の方法論に関する議論を交わすことは、大学卒業後の人生において、それぞれ

が「自分らしく生きる」ためにはどうしたらよいかを考えていくことにもつながる。 

 

This class provides general knowledge about qualitative research to students who have already learned the basics of social 

research. In this lecture, we will explain the fundamentals of qualitative research, history, points of caution and ethics, as well as 

present various methods and their practical examples, focusing on observation, document analysis, and interviews. Through 

lectures, the aim is for students to acquire the ability to utilize qualitative research in future investigations and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――授業の構成・見取り図 

2. 質的調査のさまざまな方法、歴史 

3. 質的調査の注意点と倫理 

4. 観察（1）──非関与型観察、低関与型観察 

5. 観察（2）──フィールドノーツ 

6. 観察（3）──参与観察 

7. 事例研究の特徴、信頼性／妥当性、代表性／比較可能性 

8. ドキュメント分析（1）──歴史学的アプローチ 

9. ドキュメント分析（2）──内容分析 

10. インタビュー（1）──構造化／半構造化／非構造化 

11. インタビュー（2）──実証主義／構築主義 

12. インタビュー（3）──生活史、ライフストーリー、ライフヒストリー 

13. 質的コーディング、モノグラフの作成 

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） 

リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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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） 

平井 太規（HIRAI TAIKI) 

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） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

同一内容別時限開講 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため) 

 

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。 

 

Analyzing social survey data collected by sampling, students will acquire basic knowledge of inference statistics, necessary to 

summarize the results. 

 

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。表計算ソフトウェア（Excel）や統計ソフトウェア（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。 

 

Explaining the various statistical methods needed to conduct quantitative research. Using spreadsheet software (Excel) and 

statistical software (SPSS), we will learn analysis of real data using a personal computer. This lecture will cover, (1) Statistical 

consideration of data, (2) Data handling and cleaning, (3) Visual representations of data, (4) Probability theory and statistical 

estimation theory, (5) Sampling theory, (6) Specific statistical methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会統計学とは：記述統計学と推測統計学 

2. 統計データの種類とその性質：調査主体・データの収集方法・既存データへのアクセス 

3. データのハンドリングと図表作成 

4. 記述統計（1）：度数分布・代表値 

5. 記述統計（2）：散布度・正規分布 

6. サンプリングの理論 

7. 確率論と統計的推計の基礎 

8. 平均値・比率の区間推定 

9. 統計的仮説検定の理論 

10. 平均値の差の検定（t検定・分散分析） 

11. 比率の差の検定（クロス集計とカイ二乗検定） 

12. 相関分析 

13. 第 3 変数の導入：偏相関係数・擬似相関 

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. 津島昌寛・田邊浩・山口洋編、2014、『数学嫌いのための社会統計学［第 2 版］』、法律文化社 (ISBN:4-58903619-3) 

 

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、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、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274066269) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・前年度までに「統計学入門」（社会調査士科目 C）を履修していることを前提に授業を進める。 

・本講義は，一般社団法人社会調査協会の社会調査士科目 Dに対応している。詳細は次の HPを参照すること

（http://jasr.or.jp/for_students/participation/）。 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため） 
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■IC286 

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） 

平井 太規（HIRAI TAIKI) 

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） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

同一内容別時限開講 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため) 

 

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。 

 

Analyzing social survey data collected by sampling, students will acquire basic knowledge of inference statistics, necessary to 

summarize the results. 

 

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。表計算ソフトウェア（Excel）や統計ソフトウェア（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。 

 

Explaining the various statistical methods needed to conduct quantitative research. Using spreadsheet software (Excel) and 

statistical software (SPSS), we will learn analysis of real data using a personal computer. This lecture will cover, (1) Statistical 

consideration of data, (2) Data handling and cleaning, (3) Visual representations of data, (4) Probability theory and statistical 

estimation theory, (5) Sampling theory, (6) Specific statistical methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会統計学とは：記述統計学と推測統計学 

2. 統計データの種類とその性質：調査主体・データの収集方法・既存データへのアクセス 

3. データのハンドリングと図表作成 

4. 記述統計（1）：度数分布・代表値 

5. 記述統計（2）：散布度・正規分布 

6. サンプリングの理論 

7. 確率論と統計的推計の基礎 

8. 平均値・比率の区間推定 

9. 統計的仮説検定の理論 

10. 平均値の差の検定（t検定・分散分析） 

11. 比率の差の検定（クロス集計とカイ二乗検定） 

12. 相関分析 

13. 第 3 変数の導入：偏相関係数・擬似相関 

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. 津島昌寛・田邊浩・山口洋編、2014、『数学嫌いのための社会統計学［第 2 版］』、法律文化社 (ISBN:4-58903619-3) 

 

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、2014、『SPSS による応用多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274050114) 
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3. 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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・前年度までに「統計学入門」（社会調査士科目 C）を履修していることを前提に授業を進める。 

・本講義は，一般社団法人社会調査協会の社会調査士科目 Dに対応している。詳細は次の HPを参照すること

（http://jasr.or.jp/for_students/participation/）。 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため） 
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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。 

 

Discuss the challenges and possibilities of community-building practices that are expected to be a means to create a 

sustainable society from the bottom up after reviewing the challenges faced by modern society from the viewpoint of 

sustainability. 

 

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。また国際的な取り組みの動向として SDGs について学び、それぞれの生

活の中での関わり方を考えます。 

 

After critically analyzing the current state of climate change, energy and food supply systems, and reallocation systems, the 

students will learn community-level efforts aimed at managing food, energy, work, and other aspects of people’s lives. The 

students will also learn about international initiatives being carried out to achieve SDGs (Sustainable Development Goals) and 

examine how these goals can be embedded in their daily lives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 批判的検討のための方法論検討 

3. コミュニティ形成の基盤１ 自立について 

4. コミュニティ形成の基盤２ ローカリゼーションについて 

5. 現状の批判的検討（食）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

6. 現状の批判的検討（エネルギー）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

7. 現状の批判的検討（グローバリゼーション）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

8. 現状の批判的検討（人口動態）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

9. 対応策の検討 SDGs について（１） 

10. 対応策の検討 SDGs について（２） 

11. 具体的事例検討（１）国内での取り組み 

12. 具体的事例検討（２）海外での取り組み 

13. 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 

14. 総括 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■IC290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC291／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） 

ソーシャルビジネスの視点を踏まえて「生きづらさを抱える人たち」を支援する施策を考

える。 

担当者名 

（Instructor） 
池田 怜司(IKEDA REIJI) 

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） 

ソーシャルビジネスの視点を踏まえて、生きづらさを抱える人たちの支援策を立案できるようになる。 

 

Following the perspective on social business, students will be able to frame the administrative policies to support people with 

difficulties. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、ソーシャルサポートに関連する行動科学の基礎理論を学び、次に、ケーススタディを通じて、学んだ理論を実践にどう活か

していくか考えていきます。最終的には、ソーシャルビジネスの視点を踏まえて、地域のセルフヘルプグループの活動を推進する

ための施策を起案してもらいます。 

 

Firstly, an instructor will explain the fundamental behavioral science theories relevant to social supports. Secondly, we will 

translate knowledge into practices in the real world through case studies. Consequently, students will frame the administrative 

policies to promote the activities of self-help groups in the local communities, following the perspective on social business. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（コミュニティ心理学） 

2. 講義１（コミュニケーション） 

3. 講義２（動機付け） 

4. 講義３（セルフセルプグループ） 

5. 講義４（セルフヘルプグループ、ソーシャルビジネス） 

6. 講義５（ソーシャルビジネス） 

7. ケーススタディ１（職場に馴染めない A さんの事例） 

8. ケーススタディ２（外国籍で友達作りに苦労する B さんの事例） 

9. ケーススタディ３（薬物をやめられない C さんの事例） 

10. ケーススタディ４（高齢で孤独を抱える D さんの事例） 

11. ケーススタディ５（女性一人で子供を育てる E さんの事例） 

12. まとめ１（地域のセルフヘルプグループの推進施策を考える） 

13. まとめ２（地域のセルフヘルプグループの推進施策を考える） 

14. まとめ３（地域のセルフヘルプグループの推進施策を考える） 

 

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

毎回、授業で学んだ理論を実際に身の回りでどう活かしていくかを考えてくるよう指示し、その次の授業でその内容を簡単に発表

してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への積極的な参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でその都度配布します。動画等を活用しながら、国内外の知見や事例を楽しく学べるよう工夫していきます。英語力を高める

ことも考慮してカリキュラムを組んでいきますので、英語に自信がない人も積極的に参加してください。 

 

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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■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） 

ソーシャルビジネスの視点を踏まえて「生きづらさを抱える人たち」を支援する施策を考

える。 

担当者名 

（Instructor） 
池田 怜司(IKEDA REIJI) 

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） 

ソーシャルビジネスの視点を踏まえて、生きづらさを抱える人たちの支援策を立案できるようになる。 

 

Following the perspective on social business, students will be able to frame the administrative policies to support people with 

difficulties. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、ソーシャルサポートに関連する行動科学の基礎理論を学び、次に、ケーススタディを通じて、学んだ理論を実践にどう活か

していくか考えていきます。最終的には、ソーシャルビジネスの視点を踏まえて、地域のセルフヘルプグループの活動を推進する

ための施策を起案してもらいます。 

 

Firstly, an instructor will explain the fundamental behavioral science theories relevant to social supports. Secondly, we will 

translate knowledge into practices in the real world through case studies. Consequently, students will frame the administrative 

policies to promote the activities of self-help groups in the local communities, following the perspective on social business. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（コミュニティ心理学） 

2. 講義１（コミュニケーション） 

3. 講義２（動機付け） 

4. 講義３（セルフセルプグループ） 

5. 講義４（セルフヘルプグループ、ソーシャルビジネス） 

6. 講義５（ソーシャルビジネス） 

7. ケーススタディ１（職場に馴染めない A さんの事例） 

8. ケーススタディ２（外国籍で友達作りに苦労する B さんの事例） 

9. ケーススタディ３（薬物をやめられない C さんの事例） 

10. ケーススタディ４（高齢で孤独を抱える D さんの事例） 

11. ケーススタディ５（女性一人で子供を育てる E さんの事例） 

12. まとめ１（地域のセルフヘルプグループの推進施策を考える） 

13. まとめ２（地域のセルフヘルプグループの推進施策を考える） 

14. まとめ３（地域のセルフヘルプグループの推進施策を考える） 

 

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

毎回、授業で学んだ理論を実際に身の回りでどう活かしていくかを考えてくるよう指示し、その次の授業でその内容を簡単に発表

してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への積極的な参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でその都度配布します。動画等を活用しながら、国内外の知見や事例を楽しく学べるよう工夫していきます。英語力を高める

ことも考慮してカリキュラムを組んでいきますので、英語に自信がない人も積極的に参加してください。 

 

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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■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。 

 

Deepening our understanding of the role of leadership for individual perception and behavior, in association with groups and 

others, primarily through psychology research. 

 

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。 

 

We all belong to various groups such as schools, families and social circles. What kind of influence does these groups have on 

people's behavior, perspectives and ideas of things? And, what is the role of a leader in such a group situation? In this lecture, 

we will explain the role of leadership in the group, while tackling topics such as decision making and coordination. 

 

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）ダイバーシティとリーダーシップ －多様性を活かすリーダーシップ－ 

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） 

最終レポート(40%)/中間レポート(40%)/授業内課題(20%) 

授業資料は Blackboard にアップロードし、レポート課題、授業内課題は立教時間を利用して出題する。授業資料の受講生以外

への提供・共有は禁止する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパー15%,授業参加度 5%) 

 

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。 
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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） 

IC287／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。 

 

Discuss the challenges and possibilities of community-building practices that are expected to be a means to create a 

sustainable society from the bottom up after reviewing the challenges faced by modern society from the viewpoint of 

sustainability. 

 

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。また国際的な取り組みの動向として SDGs について学び、それぞれの生

活の中での関わり方を考えます。 

 

After critically analyzing the current state of climate change, energy and food supply systems, and reallocation systems, the 

students will learn community-level efforts aimed at managing food, energy, work, and other aspects of people’s lives. The 

students will also learn about international initiatives being carried out to achieve SDGs (Sustainable Development Goals) and 

examine how these goals can be embedded in their daily lives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 批判的検討のための方法論検討 

3. コミュニティ形成の基盤１ 自立について 

4. コミュニティ形成の基盤２ ローカリゼーションについて 

5. 現状の批判的検討（食）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

6. 現状の批判的検討（エネルギー）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

7. 現状の批判的検討（グローバリゼーション）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

8. 現状の批判的検討（人口動態）―何が持続不可能な状況を生み出しているのか― 

9. 対応策の検討 SDGs について（１） 

10. 対応策の検討 SDGs について（２） 

11. 具体的事例検討（１）国内での取り組み 

12. 具体的事例検討（２）海外での取り組み 

13. 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 

14. 総括 

 

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)） 
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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) 

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） 
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） 

 日々の生活の中にある様々な差別や偏見、それに基づく社会問題や福祉的課題を理解し、解決に向けた取り組みや実践を含

めて論じることができる。 

 

Understanding various prejudices and discriminations in daily life, while exploring related social problems and welfare issues, with 

discussion activities and exercises for solving them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、福祉にも関わる様々な社会問題について、キーワードと具体的事例とを往復しながら理解を深め、問題の軽減・解

決に向けた実践のありようを考える。キーワードは、排除、孤立、差別、格差、喪失などである。これらの課題の理解と解決に向

けた取り組みには、当事者性、臨床性の視点が欠かせない。各回では、映像資料等を通して具体的な差別、社会的排除などの

事例を紹介し、社会問題への学問的アプローチと実践的アプローチの双方から論じる。 

 

In this lecture, while deepening our understanding of various social problems related to welfare, students will examine keywords 

and case studies and consider practices for minimizing and solving problems. The keywords are  exclusion, isolation, 

discrimination, inequality, loss etc. In order to understand and solve these issues, it is essential to maintain an element of 

objectivity and clinicality. In each session, we will introduce specific examples of discrimination, social exclusion, and so on, 

using video materials etc., and discuss from both an academic and a practical approach to social problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会問題の社会学の対象 

2. 社会病理学 

3. 社会問題の構築１ 

4. 社会問題の構築２ 

5. 社会的排除１ 

6. 社会的排除２ 

7. 社会的排除３ 

8. 当事者研究 

9. 差別と日常性１ 

10. 差別と日常性２ 

11. 差別と日常性３ 

12. 差別とフォビア 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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. 大村英昭・野口裕二編、2000、『臨床社会学のすすめ』、有斐閣 (ISBN:978-4641121027) 

2. 好井裕明、2006、『「あたりまえ」を疑う社会学－質的調査のセンス』、光文社 (ISBN:978-4334033439) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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特に指定しない。 

 

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） 
秋学期(Fall 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。 

 

Tuning one’s ears to the various thoughts the minds of humans in modern society hold. In addition, we aim to think about what it 

mean to live together. 

The curriculum development policy during the formation period of “people, self & others, the world, life and living, deepens 

understanding, with the aim of this course being the “cultivation of empathy with hardships and struggles of people in the field”, 

acquiring a broad education in line with degree award policy. 

 

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。 

 

Considering various welfare issues in Japan, not from theory, but from hearing the voices of the individuals, (including voices 

that are not usually heard). In each session, we will introduce case studies, reports, documentaries etc. on the theme, and 

where possible discuss one’s feelings with the group. 

Each voice may contain something that is somehow relevant to oneself, or a question about society. While thinking about these 

things, we might consider how people could find a way inside to live together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 子どもの居場所①教室と保健室から 

2. 子どもや若者の居場所②街中や街角から 

3. 子どもや若者の居場所③「ひきこもる」ことの意味 

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. 超高齢社会と私たち③ただそこにいることで 

 

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） 
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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予定。 

この授業では出席も重視しているため、授業開始 30 分以降は、入室は認めるが、原則として、その回は「出席」とはみなさないの

で、注意すること。 

 

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） 
長谷川 英伸（HASEGAWA HIDENOBU) 

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態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

域経済の今後の展望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。 

 

The aim of this course is to help students acquire basic knowledge on the theory and practice of regional economics as well as 

empower them to have their own opinions about the future prospects of Japanese regional economy, which has been 

transformed under economic globalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

総論として、地域経済と中小企業の関係性について明らかにしていく。地域経済を支えている中小企業の発展、衰退について学

び、地域経済の現状、諸問題、課題を把握する。続けて、各論として、地域経済、中小企業の諸理論、地方都市の問題、地方自

治等の政策を取りあげ、地域経済と中小企業が抱える問題・課題を立体的に把握する。 

 

This course will be divided into two parts. The first part, putting focus on small and medium-sized enterprises (SMEs), deals 

with the relationship between regional economy and SMEs in general. This part aims to understand the current situation, 

problems, and challenges of the regional economy, through learning about the development and decline of SMEs that support 

regional economy. The second deals with the specific topics such as regional economics, various theories of SMEs, challenges 

facing local cities, policies of local governments etc. with a goal of understanding structurally the problems and challenges facing 

the regional economy as well as SMEs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の概要、授業を受ける際の心構え等を説明する。 

2. 地域経済論とは① 

3. 地域経済論とは② 

4. 地域経済を支える中小企業の存立条件 

5. 地域経済と中小企業の関係性① 

6. 地域経済と中小企業の関係性② 

7. 日本各地の地域経済の現状 

8. 地域産業の動向 

9. 地場産業と産地企業の理論・実態① 

10. 地場産業と産地企業の理論・実態② 

11. 地方自治と地域経済 

12. 地方自治の政策 

13. 地域経済と中小企業の展望 

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)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長山宗広、2020、『先進事例で学ぶ 地域経済論×中小企業論』、ミネルヴァ書房 

 

参考文献（Readings） 

第 1 回の授業で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 414 - 

授業中の私語は厳禁。 

 

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） 
前田 貴洋(MAEDA TAKAHIRO) 

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） 

 本講義においては，行政学の基礎知識の獲得を主たる目標とする．またそれにとどまらず，こうした基礎知識を活用して，現代

日本行政が直面する諸課題につき，分析的に考察を加える能力を獲得することも目標とする． 

 

The main goal of this class is to acquire basic knowledge of public administration. Besides, the aim is for students to utilize such 

basic knowledge to gain the ability to analyze the issues facing the current Japanese administration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義においては，公務員試験受験者が受講していることを念頭に，行政学の基礎的な知見を教授する．具体的には，日本の

行政に関する制度や実際の運用，さらに，こうした制度や運用を理解するために有用な概念や理論について解説を行う． 

 講義は原則的に講義形式で行う．ただし，担当者からの一方的な情報提供とならないよう，リアクションペーパーなどを用いて，

適宜フィードバックを行うこととしたい． 

 

This lecture introduces basic knowledge of public administration to those who are going to take the civil service examination. 

More specifically, this lecture will give an explanation of the systems and practical operation of Japanese administration, as well 

as concepts and theories that are useful for understanding these systems and procedures. 

Lectures are given in the lecture style. However, feedback is provided using the reaction paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―ガイダンス 

2. 行政とは何か 

3. 行政学の成立と発展 

4. 政府体系論 

5. 執政制度とその補佐機構 

6. 行政組織制度 

7. 官僚制分析の視座 

8. 職員の管理（公務員制度と人事管理） 

9. 立法過程の管理（法案策定過程と組織内意思決定方式） 

10. 財務管理（財政と予算編成過程） 

11. 公共政策のデザインと実施 

12. 行政管理と行政改革 

13. 行政統制と行政責任 

14. おわりに―「資源制約時代」の行政と行政学 

 

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

 授業終了後，当日の講義内容の復習を兼ねて，リアクションペーパーを提出してもらう．提出方法については，Web上で行うこと

とするが，詳細については，授業時に指示をする． 

 また，授業で取り扱う内容に関する指定教科書の該当箇所を，授業の事前・事後に読むだけでなく，日々発生している社会問

題に，行政がどのように関わっているのかといった観点から，新聞等の報道に触れ．情報の摂取に努めてほしい． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業各回に対する質問・コメント(40%)/オンラインで実施する課題（30%×2 回）(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤正次・出雲明子・手塚洋輔、2016、『はじめての行政学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15035-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03790-9) 

2. 西尾勝、2001、『行政学［新版］』、有斐閣 (ISBN:4-641-04977-7) 
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3. 森田朗、2017、『新版 現代の行政』、第一法規 (ISBN:978-4-474-05719-7) 

4. 曽我謙悟、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12483-7) 

 

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 serve as an introduction of the three forms of capital and the role of community on 

health and well-being 

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 the three forms of capital (human, social, and cultural) and 

considers the development and implications of each one individually. 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 the three forms capital: human, social, and cultural. In this course, you will develop the skills to 

understand and analyze human capital, social capital, and cultural capital in organizations and markets. Topics to be covered 

include how these three forms (human capital, social capital, and cultural 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 capital (human, social, and cultural) in organizational life and the importance 

of social cognition (including 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 and diagnose features of the network that help or hinder individual or team 

performance. You will also be able to manage important features of human, social, and cultural capital in organizations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Human Capital 1 

3. Human Capital 2 

4. Human Capital 3 

5. Social Capital  1 

6. Social Capital  2 

7. Social Capital  3 

8. Social Capital: Social Network 1 

9. Social Capital: Social Network 2 

10. Social Capital: Social Network 3 

11. Cultural Capital 1 

12. Cutural Capital 2 

13. Cultural Capital 3 

14. Final Test 

 

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

Upon completing this course, you will be able to 

1. identify and use the theories of human capital, social capital, and cultural capital;  

2. critically assess approaches to human capital, social capital, and cultural capital and    

        analyze the roles of social capital in development and change; and 

3. apply the concepts of human capital, social capital, and cultural capital in your daily life. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/エッセイ課題（Essay)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important.  Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential.<BR><BR>2020.6.1 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％（最終テスト(Final Test)(30%) 、最終レポート(Final 

Report)(30%) 、Presentation(30%) 、Attendance and Participation(10%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

TBA 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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■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 social capital, indigenous community capacity, and disaster management 

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. 

1. The first module defines social capital, indigenous community capacity, and disaster management and explores the 

implications of each individually.  

2. The second module provides perspectives and tools that can be used to manage social capital, indigenous 

community capacity, and disaster management from an organizational point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides a review of the literature to assist in gaining a deeper understanding of (1) the topic of social capital and 

community capacity, specifically in regard to indigenous island communities; and (2) promoting grassroots strategies for disaster 

preparedness and community resilience building. This course defines key concepts such as social capital—especially in the 

context of disasters, bonding, linking, bridging, and community capacity—and connects key concepts to the ideas of trust, 

reciprocity, mutual assistance, and community capacity, specifically in regard to climate change and disaster resilience. It also 

outlines the main elements of Hawaiian culture and society and connects them to the broader framework of social capital and 

community capacity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Case (Field) 

3. Framework and Literature Review 1 

4. Framework and Literature Review 2 

5. Framework and Literature Review 3 

6. Community Outreach Activities 1 

7. Community Outreach Activities 2 

8. Community Outreach Activities 3 

9. Planning Practicum 1 

10. Planning Practicum 2 

11. Planning Practicum 3 

12. Conclusion and Implications for Further Research 1 

13. Conclusion and Implications for Further Research 2 

14. Final Test 

 

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

Upon completing this course, you will be able to 

1. articulate social capital, indigenous community capacity, and disaster management; 

2. comprehend and critique important social capital, indigenous community capacity, and  

        disaster management issues;  

3. identify theories used to understand social capital, indigenous community capacity, and  

        disaster management. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important.  Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. Minerbi et al.. 2016. Social Capital, Indigenous, Community Capacity, and Disaster Management, Practicum Report. University 

of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, US.. UHM 

TBA 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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■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） 
加藤 洋平(KATO YOHEI)  

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） 

①公共政策の意味を理解する。 

②公共政策に関する基礎理論を理解する。 

 

(1) Understanding the meaning of public policy. 

(2) Understanding the basic theory of public policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、公共政策に関する基礎理論を学び、国や自治体の政策過程について学んでいく。国や自治体の公共政策のあり方

を考えていく上で、最低限必要となる公共政策に関する理論を紹介する。まず、政策という概念を整理し、政策がどのように形作

られて、実施され、評価されているのかを解説する。政策過程に沿いながら、公共政策に関する理論や知識について学習してい

くことになる。 

 

In this class, students will learn the basic theory of public policy, and explore policy processes of national and local 

governments. We will introduce the theory of the minimum necessary public policy, while considering the state of the public 

policy nationally and at local level. First, we will organize the concepts of policy and explain how policy is formulated, 

implemented and evaluated. Together with the policy process, students will gain knowledge of public policy and its theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 公共政策とは何か① 

3. 公共政策とは何か② 

4. アジェンダ設定 

5. 政策問題の構造化 

6. 公共政策の手段 

7. 政策決定論① 

8. 政策決定論② 

9. 政策決定論③ 

10. 政策実施論① 

11. 政策実施論② 

12. 政策評価論① 

13. 政策評価論② 

14. レポートの作成 

 

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

レジメを予習、復習（予習 30 分、復習 30 分）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

①毎回の講義で提出するレポート内容(70%)/②毎回の講義で求める提出物(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (最終レポート(Final Report)20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋吉貴雄、伊藤修一郎、北山俊哉、2015 年、『公共政策学の基礎〔新版〕』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

外国援助と社会開発 

Does Foreign Aid Really Work Well ? 

The Significance of Social Development 

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） 
CMC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済成長を重視して行われてきた開発の問題点を分析する。また、社会開発の重要性について学び、社会開発の意義や社会開

発の推進媒体としての国際 NGO の理念と活動実態、草の根のコミュニティを基盤とする貴重なアプローチについての理解を深

める。 

 

In this class, you will analyze developmental issues as carried out with an emphasis on the economic growth-oriented model. 

Also, you will learn about the significance of social development and the ideals and activities of international non-governmental 

organizations(NGOs) as a medium for promoting social development, and their unique, community-based approaches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

先進諸国や国際機関主導による経済成長重視の援助や開発は、貧富格差の拡大や生態系の破壊といった新たな社会問題を引

き起こしてきた。これらの問題は一国内にとどまらず、世界規模での問題へと拡大している。そして今日では、国際的な視野から

議論すべき様々な課題が蓄積されている。そこで、開発モデルの見直しを行うなかで、経済成長よりも人間中心、人間の well-

being を第一に考えた社会開発の必要性が国連や国際 NGO等によって認識されるようになった。経済成長重視の開発が社会問

題を増大させたこと、社会開発の意義、そして、社会開発の推進媒体としての国際 NGO等の理念と活動実態を理解することは、

社会開発論を学ぶうえで重要な要素となる。 

 

Economic growth-oriented aid and development led by developed countries and international organizations has caused 

numerous social and environmental issues on a global scale. A continuing worldwide gap between the rich and poor and 

environmental destruction affect us all. While the development model has its place, society needs to adopt measures to move 

away from the current economic growth focused paradigm and move toward social development theory that considered a 

people-centered approach and promotes well-being, as recognized by international NGOs and the United Nations. 

Comprehending the often serious social issues that arise from economic growth, and the significance of social development, and 

understanding the ideals and activities of international NGOs as an intermediate for promoting social development are all 

important factors in social development theory.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・イントロダクション：第 1 回目の授業には必ず参加してください 

 Introduction and Outline of Course (You are expected to attend the first class).  

2. ・社会開発の概念（序章） 

・グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する  

 What is Social Development? The Concept of Social Development (Introduction) 

  Think Globally, Act Locally 

3. ・緑の革命導入期における農村組織化の分析（第 1 章） 

 Analysing of the Rural Organization Process during the Introduction Years of the Green Revolution (Chapter １) 

4. ・外国援助は役立っているのだろうか？（第 2 章、第 3 章） 

 Does Foreign Aid Really Work ? (Chapter 2 and 3)  

5. ・貧困の概念 

・社会開発の論点：グローバル化時代における格差の拡大 

・外国援助がバングラデシュ農村の貧困層に及ぼす影響（第 3章） 

 The Concept of Poverty 

 Social Development Issues: Global Inequality   

 The Impact of Foreign Aid on the Living Conditions of the Poor People in Rural  

 Bangladesh （Chapter 3) 

6. ・人間開発指標(序章） 

 Human Development Index (Introduction)  

7. ・社会開発の理論（序章、第 4章） 

 Social Development Theory (Introduction and Chapter 4)  
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8. ・社会開発の意義（序章、第 4章） 

 The Significance of Social Development (Introduction and Chapter 4)  

9. ・近代化論に対置する内発的発展論（序章、第１～第 4 章） 

 Endogenous Development versus Modernization (Introduction, Chapter 1, 2, 3 and 4)  

10. ・コミュニティを基盤とするアプローチ 

 : 草の根レベルで持続可能な発展に取り組む BRAC (Building Resources Across  

  Communities) の役割（第 4章） 

 Community-based Approach 

  : The Role of BRAC in Sustainable Development at the Grassroots Level (Chapter 4) 

11. ・ コミュニティを基盤とするアプローチ：グラミン銀行 

 ：バングラデシュ農村にみる貧困女性のエンパワメント （第 4章） 

 Community-based Approach of Grameen Bank 

 ：Empowerment of Poor Women in Rural Bangladesh (Chapter 4) 

12. ・Native と学ぶ社会開発 

 Local People’s Perspectives in Social Development  

13. ・Native と学ぶ社会開発 

 Local People’s Perspectives in Social Development  

14. ・ディスカッション：グローバルな視野からとらえ、草の根で行動する 

 草の根レベルで持続可能な発展に取り組む市民社会の役割  

 Discussion: Think Globally, Act Locally  

 : The Role of Civil Society in Sustainable Development at the Grassroots Level 

 

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

第 1 回目の講義には、必ず参加してください。 

本テキストは、図書館にも所蔵されていますので、そこで利用することも可能です。何れにしても、事前に配付する資料やテキスト

（日本語）には、目を通してから参加するようにしてください。 

適宜、英語ビデオ（約 10 分）や英文資料を使用しますが、講義内において日本語で解説します。 

質問は、講義時に遠慮なくお伝えください。電子メールでの質疑応答は行っていません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート（授業やディスカッションへの積極的な参加、かつ、2/3 以上の出席が必要）

(40%) 

試験を受けるためには、10 回以上の参加を要します。なお、第 1 回目の講義で重要事項をお伝えします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (講義への参加(ディスカッションを含む）と課題提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 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 

上記については、各自で事前に目をとおしたうえで講義に参加してください。図書館にも所蔵あり。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西川潤編著、2007、『社会科学を再構築する : 地域平和と内発的発展 』、明石書店 

2. 鈴木弥生、2007、『「バングラデシュのコミラモデルーー先進国がもちこむ農村開発の虚実」 西川潤編著『社会科学を再構築

する：地域平和と内発的発展』 第５章所収、117-136 頁。』、明石書店 

3. 西川潤、2011、『グローバル化を超えて 脱成長期 日本の選択』、日本経済新聞出版社 

4. 西川潤、2018、『2030 年 未来への選択』、日本経済新聞出版社 

5. Yayoi Suzuki, Kazuhiko Sato and Ritchie Zane. 2017. A Study of the Living Conditions of Bangladeshi Migrants in New York 

City, Journal of the Institute of Community and Human Services, Vol.5, pp.69-89.. Institute of Community and Human Services, 

Rikkyo University, Japan 

6. 鈴木弥生、2017、『「アラブ首長国連邦における子どものラクダ騎手 : その背景と解放への道のり」『まなびあい』第 9 号、

172-180 頁.』、立教大学コミュニティ福祉学会 

7. 鈴木弥生、2018、『「ニューヨーク市におけるバングラデシュ出身の移民労働者」『まなびあい』第 10 号、160-179 頁.』、立教大

学コミュニティ福祉学会 

その他の文献については講義時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC310／国際福祉論 

(International Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバリゼーションの批判的検討 

Critical Studies on Globalization 

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） 
CMC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際的な視野から、また、現地で生活する人々の視点から、貧困や紛争の諸原因について理解を深める。グローバリゼーション

の進展に伴う深刻な社会問題の増大、紛争や占領の背景にある社会構造、大国の関与について理解する。そのうえで、コミュニ

ティを基盤とした和平構築と人間の well-being 実現について思考する。 

 

In this class, students will have the opportunity to deepen their understanding of the causes of poverty and conflict by learning 

about them not only from global perspectives but also from people's perspectives at the grass-roots level. Also, students will 

learn that not only globalization has aggravated serious social and environmental issues, but that the social structure behind 

military occupations, the expansion of the military-industrial complexes and the involvement of major powers also contribute to 

those issues. The course will provide opportunities for students to think about community-based approaches to peace-building 

and human well-being for all people around the world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションは、世界的規模での環境問題のみならず、発展途上国の人々の生活状態にも深刻な影響を及ぼしている。

例えば、多国籍企業による国境・地域を越えた生産は、直接・間接的投資を通してサービスや商品の多国籍取引、また、国際労

働移動を拡大させている。 それらは、経済成長を促進しているものの、増大する社会問題、環境破壊、賃金格差も深刻化させて

いる。そのうえ、紛争や戦争と結びつく新テクノロジーの開発は、周辺に追いやられた人々への被害を拡大させている。この講義

では、批判的な視点から、イスラエルによる占領拡大とパレスチナへの攻撃、占領の背景にある社会構造、軍事産業の拡大、大

国の関与に焦点を当てる。また、民主主義の役割と、この危機的な状況で沈黙を破るために私たちがすべきことについて思考す

る。 

 

Globalization has not only deeply affected the environment all over the world, but also the living conditions of people at the 

grass-roots level in developing countries. For example, the productive capacity of multinational corporations had expanded 

through direct or indirect investment, and international trade in services and commodities crossing borders or nations has 

consequently induced the expansion of international labour migration. And although globalization has led to increased economic 

growth, for many it has led to some serious social issues, environmental devastation, and a widening of disparities in wages.  In 

addition, the development of new technologies that linked to conflicts and wars are increasing the devastation in conflict zones 

and causing serious harm to people, especially the most vulnerable. In this class, from a critical perspective, we will focus on the 

expansion of Israeli occupation and attacks on Palestine, the social structure behind occupation, the expansion of the military-

industrial complex and the involvement of major political and military powers. This class will give you an opportunity to think 

about the role of democracy and what we should do to break the silence in this critical situation.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・イントロダクション 

・国際福祉論とは 

・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 

Introduction and outline of course.  

What it International Well-being ?  

You are expected to attend the first class.  

2. ・グローバリゼーションの批判的検討 

Critical perspectives on globalization 

3. ・貧困とは何であるのか 貧困の定義、貧困の諸原因 

・グローバリゼーションの進展に伴う格差の拡大 

What is poverty?  

The definition of poverty 

The causes of global poverty 

Social inequality keeps widening with Globalization  

4. ・welfare から well-being へ  

Receiving welfare or promote well-being 
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5. ・パレスチナ・イスラエル問題 その 1 

The Israeli- Palestinian conflict 

6. ・パレスチナ・イスラエル問題 その 2 

The Israeli- Palestinian conflict 

7. ・パレスチナ・イスラエル問題 その 3  

The Israeli- Palestinian conflict 

8. ・占領の背景にある社会構造 

・紛争と剥奪、格差 

The social structure behind occupation 

Conflict, inequality, and deprivations 

9. ・コミュニティを基盤とした平和構築、ディスカッション 

Community-based approaches to peace-building and human well-being for all people around the world 

Class discussion  

10. ・資本のグローバリゼーション、貧困と子どもの労働  

Globalization of capital 

Causes of child labour in developing countries 

11. ・グローバリゼーションと国際労働移動 

The impact of globalization on international labour migration  

12. ・グローバリゼーションと国際労働移動 

・貧困の女性化について  

The impact of globalization on international labour migration 

The feminization of poverty  

13. ・Native から学ぶ国際福祉論：ゲスト講師  

核と戦争のない平和な社会を構築するための民主主義の役割  

Local people’s perspectives in International well-being 

 :The role of democracy for people around the world to create a peaceful society without nuclear weapons and war.  

14. ・講義まとめ，ディスカッション 

コミュニティを基盤とする平和構築、人間の well-being について  

Review and Feedback  

Class discussion 

Community-based approaches to peace-building and human well-being for all people around the world 

 

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

積極的な参加とディスカッションを希望します。 

そのためには、事前の準備も必要になります。講義の前に、参考文献に目を通すようにしてください。 

貧困の諸原因に関して、国際 NGO 論の講義内容も参考にしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(20%)/授業内レポート(40%)/授業内レポート(40%) 

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。第 1 回目の講義には、必ず参加するようにしてください。 各回の

講義では、集中して取り組むようにしてください。 また、適宜、小グループによるディスカッションを取り入れます。質問は、講義時

に遠慮なくお伝えください。電子メールでの質疑応答は行っていません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業への参加と課題提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西川潤、2000、『人間のための経済学』、岩波書店 

2. 西川潤、2008、『データブック 貧困』、岩波書店 

3. 西川潤、2011、『グローバル化を超えて 脱成長期 日本の選択』、日本経済新聞出版社 

4. 西川潤、2018、『未来への選択』、日本経済新聞出版社 

5. 土井敏邦、2008、『沈黙を破る―元イスラエル軍将兵が語る“占領”』、岩波書店 

6. 土井敏邦、2009、『ガザの悲劇は終わっていない パレスチナ・イスラエル社会に残した傷痕』、岩波書店 

7. ダニー・ネフセタイ、2016、『国のために死ぬのはすばらしい？』、高文研 

土井敏邦『沈黙を破る (Breaking the Silence)ドキュメンタリー「届かぬ声―パレスチナ・占領と生きる人びと」』 (DVD) 2010.  

ブルナート, イマード・ガイ・ダビディ,ガイ監督『壊された 5 つのカメラ パレスチナ・ビリンの叫び』(DVD) 2015. 

 

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）の原理・思想・歴史 

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） 

公共について理解を深める。公共哲学のバリエーションを知る。戦後日本における公共の歴史を知る。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。 

 

To deepen understanding of "the public". To gain knowledge of the variations of Public Philosophy. To gain knowledge of the 

postwar history of the public in Japan. To learn how to think philosophically, and in a principled manner about coexistence with 

others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後，高等学校の社会科で「公共」という科目ができる。時代状況や社会の要請から，新たな科目ができるのであろうが，「公共」

とはそもそも何であるのか。また近年，「公共哲学」という学問領域が注目されているが，それはなぜか。どのような特徴を持って

いるのか。この講義では，公共と公共哲学の原理や歴史を検討することを通じて，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。 

 

In the future, a subject called "public studies" will be offered in social studies in the high-school curriculum. It may be possible 

to create a new subject from the present situation and demands of society, but "the public" will be what? Also, in recent years, 

the academic field of "Public Philosophy", which differs from conventional philosophy has attracted attention, but why? What 

are its features? In this lecture, we will consider “the public” as an area of coexistence with others, examining the principles and 

history of the public, and of Public Philosophy. 

 

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. 公共の展開１ 

11. 公共の展開２ 

12. 公共の展開３ 

13. 公共の展開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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーと授業態度 10%) 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初学者にも，わかりやすい講義となるよう努める。写真や図などの視覚教材を多用する。授業態度には厳しくする。私語や携帯，

睡眠，スライドの撮影などは厳禁の授業なので（平常点に反映される場合がある），その点を自覚（理解と賛同）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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■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） 
佐藤 和宏(SATO KAZUHIRO) 

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） 

コミュニティ政策学科専用科目コード 

他学部・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記の課題を、自分なりに理解した上で、適切に文章として表現できること 

①歴史的・国際比較的な観点から住宅問題と住宅政策がどのような質・現れ方をするか 

②現代社会における自分自身の関心のあるテーマが、どのように住宅問題と関わるか 

 

Understanding the topics below, students will be able to express appropriately in writing: 

(1) What are the nature of housing problems and policies, and how do they manifest in relation to the development stages of 

capitalism. 

(2) How do themes in contemporary society that interested you relate to housing issues?   

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の住宅政策を中心に、戦後から現代にいたるまでの住宅問題・住宅政策、あるいは国際比較の中での日本の特徴を学ぶ。

それによって、基本的な住宅問題・住宅政策の理解ができるようになるとともに、現代社会の構造および諸問題との関わりから住

宅問題を理解できるようになる。 

 

Focusing on Japan’s post-war housing policies, studying housing issues and policies from modernization up to the present, 

students will be able to understand the basic housing problems and policies in contemporary society and the welfare state, and 

the relationship housing problems have with the low birth rate and aging society, decentralization, market focus, and 

stratification of social class.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／ハウジングプア①現象 

2. ハウジングプア②雇用と家族の形の変化から 

3. ハウジングプア③住宅政策との関わりから 

4. 総論①なぜコミュニティ福祉学部で住宅を学ぶのか――台風と「ホームレス」 

5. 総論②国際比較の中の日本の住宅問題・住宅政策 

6. 戦後住宅政策①戦後住宅政策の三本柱 

7. 戦後住宅政策②日本型住宅政策の成立 

8. 現代住宅政策①住宅政策の新自由主義化 

9. 現代住宅政策②『さようなら UR』を見る 

10. 各論①公営住宅――『なぜ母親は娘を手にかけたのか』 

11. 各論②改正住宅セーフティネット 

12. 各論③ハウジングファースト 

13. 総論③貧困対策としての住宅政策 

14. まとめ：社会保障体系における住宅政策 

 

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

授業前には、住宅問題や住宅政策に関連する項目について、教科書・参考書を中心に勉強をすること。授業後は必ずノートや配

付資料に目を通し、学習内容の定着を図ること。日常的に新聞記事やニュース番組、ドキュメンタリー映像、映画やマンガなどに

接する機会があれば、住宅との関わりについて考えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/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. 平山洋介、2009 年、『住宅政策のどこが問題か』、光文社 

2. 住田昌二、2015 年、『現代日本ハウジング史』、ミネルヴァ書房 
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3. 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本授業は特定の資格取得との関わりから設定されているものではないため、基本的に資格取得への対応は行わない。 

②授業については、基本的にプリント配布とパワーポイントでの講義を中心とする 

③評価方法の「受講状況」は、毎回の出欠確認とあわせた授業感想用紙(質問やコメントも含む)の提出およびその内容で判断す

る 

 

注意事項（Notice） 
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■IC321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／住宅政策 

(Housing Policies) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 和宏(SATO KAZUHIRO) 

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） 

他学部・他学科生用（人数制限 50 名） 

コミュニティ政策学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記の課題を、自分なりに理解した上で、適切に文章として表現できること 

①歴史的・国際比較的な観点から住宅問題と住宅政策がどのような質・現れ方をするか 

②現代社会における自分自身の関心のあるテーマが、どのように住宅問題と関わるか 

 

Understanding the topics below, students will be able to express appropriately in writing: 

(1) What are the nature of housing problems and policies, and how do they manifest in relation to the development stages of 

capitalism. 

(2) How do themes in contemporary society that interested you relate to housing issues?   

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の住宅政策を中心に、戦後から現代にいたるまでの住宅問題・住宅政策、あるいは国際比較の中での日本の特徴を学ぶ。

それによって、基本的な住宅問題・住宅政策の理解ができるようになるとともに、現代社会の構造および諸問題との関わりから住

宅問題を理解できるようになる。 

 

Focusing on Japan’s post-war housing policies, studying housing issues and policies from modernization up to the present, 

students will be able to understand the basic housing problems and policies in contemporary society and the welfare state, and 

the relationship housing problems have with the low birth rate and aging society, decentralization, market focus, and 

stratification of social class.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／ハウジングプア①現象 

2. ハウジングプア②雇用と家族の形の変化から 

3. ハウジングプア③住宅政策との関わりから 

4. 総論①なぜコミュニティ福祉学部で住宅を学ぶのか――台風と「ホームレス」 

5. 総論②国際比較の中の日本の住宅問題・住宅政策 

6. 戦後住宅政策①戦後住宅政策の三本柱 

7. 戦後住宅政策②日本型住宅政策の成立 

8. 現代住宅政策①住宅政策の新自由主義化 

9. 現代住宅政策②『さようなら UR』を見る 

10. 各論①公営住宅――『なぜ母親は娘を手にかけたのか』 

11. 各論②改正住宅セーフティネット 

12. 各論③ハウジングファースト 

13. 総論③貧困対策としての住宅政策 

14. まとめ：社会保障体系における住宅政策 

 

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

授業前には、住宅問題や住宅政策に関連する項目について、教科書・参考書を中心に勉強をすること。授業後は必ずノートや配

付資料に目を通し、学習内容の定着を図ること。日常的に新聞記事やニュース番組、ドキュメンタリー映像、映画やマンガなどに

接する機会があれば、住宅との関わりについて考えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/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. 平山洋介、2009 年、『住宅政策のどこが問題か』、光文社 

2. 住田昌二、2015 年、『現代日本ハウジング史』、ミネルヴァ書房 
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3. 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本授業は特定の資格取得との関わりから設定されているものではないため、基本的に資格取得への対応は行わない。 

②授業については、基本的にプリント配布とパワーポイントでの講義を中心とする 

③評価方法の「受講状況」は、毎回の出欠確認とあわせた授業感想用紙(質問やコメントも含む)の提出およびその内容で判断す

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。 

 

The aim is to understand recent trends in educational policy, the background, and to be able to critically consider actual 

regulation and policy recommendations. 

 

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。 

 

Students will learn about recent education policies based on an understanding of educational rights, and the institutions that 

safeguard these rights. In doing so, we will examine issues related to economic disparity and equal access to educational 

opportunities. In addition to lectures, we will provide opportunities for presentations and exchange of ideas between students. 

 

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. ・ミニレポートの検討会(1)（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 

6. ・教育費負担の実態とその背景 

7. ・「学力テスト」結果から見る教育格差と「力のある学校」 

8. ・教育費の無償化政策の動向 

9. ・ミニレポートの検討会(2)（グループワーク） 

10. ・「子どもの貧困対策推進法」の成立とその後 

11. ・民間による支援の現状と課題 

12. ・発表内容（構成・概要）を検討する（グループワーク） 

13. ・学習成果に関する発表・討論(1) 

14. ・学習成果に関する発表・討論(2) 

・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） 

グループワークに参加するための準備学習を課す。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、2014、『「つながり格差」が学力格差を生む』、亜紀書房 

3. 岩川直樹，伊田広行、2007、『貧困と学力』、明石書店 
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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)） 

・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） 

コミュニティ政策学科専用科目コード 

他学部生・スポーツウエルネス学科は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

With an overview of the current state of society, and awareness of potential welfare issues, we will consider the ideal welfare 

society that recognizes diverse ways of life rooted in the idea of human rights. 

 

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。 

 

First, we will outline the various living issues in contemporary society in relation to social welfare, and from the perspective of 

grasping the relationship between welfare and society, we will discuss the position of welfare sociology. Next, we will show the 

formation and development process of the welfare state, lecturing on themes related to welfare, and the problem of social 

exclusion arising in the social structure of capitalism, and the possibility of a welfare society that recognizes and includes the 

various ways of life of those on the periphery of society. 

 

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. 福祉国家の変容と福祉社会 

6. 日本にみる福祉国家 

7. 福祉と人権① 

8. 福祉と人権② 

9. 社会的排除 

10. グローバリゼーションと福祉 

11. 多文化社会における移住生活者 

12. 多文化社会を生きる移住女性 

13. 多文化社会と地域福祉 

14. 社会変革とコミュニティ 

 

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)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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) 

3. 朝倉美江、2017、『多文化共生地域福祉への展望－多文化共生コミュニティと日系ブラジル人』、高菅出版 

(ISBN:9784901793766) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■IC336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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） 

他学部・スポーツウエルネス学科生用（人数制限 50 名） 

コミュニティ政策学科・福祉学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

With an overview of the current state of society, and awareness of potential welfare issues, we will consider the ideal welfare 

society that recognizes diverse ways of life rooted in the idea of human rights. 

 

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。 

 

First, we will outline the various living issues in contemporary society in relation to social welfare, and from the perspective of 

grasping the relationship between welfare and society, we will discuss the position of welfare sociology. Next, we will show the 

formation and development process of the welfare state, lecturing on themes related to welfare, and the problem of social 

exclusion arising in the social structure of capitalism, and the possibility of a welfare society that recognizes and includes the 

various ways of life of those on the periphery of society. 

 

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. 福祉国家の変容と福祉社会 

6. 日本にみる福祉国家 

7. 福祉と人権① 

8. 福祉と人権② 

9. 社会的排除 

10. グローバリゼーションと福祉 

11. 多文化社会における移住生活者 

12. 多文化社会を生きる移住女性 

13. 多文化社会と地域福祉 

14. 社会変革とコミュニティ 

 

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)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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) 

3. 朝倉美江、2017、『多文化共生地域福祉への展望－多文化共生コミュニティと日系ブラジル人』、高菅出版 

(ISBN:9784901793766) 
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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 

コミュニティ政策学科専用科目コード 

他学部・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

The aim is for students to acquire the ability to present their own views on Local Government Policy problems and issues, 

gaining the basics of knowledge and thinking necessary for Local Government Policy understanding. 

 

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。 

 

In the first half, students will learn the workings and thought underpinning policy, examining the basic theory and concepts 

regarding its making, implementation and evaluation. In the second half, lectures will develop to allow students to grasp more 

dynamically the actual state of local government policy, using concrete examples. The policy areas and case studies we will 

tackle will be decided by the tutor, but based on students' opinions. 

 

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)(90%)/コメントカード兼出席票(10%) 

 

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 

コミュニティ政策学科専用科目コード 

他学部・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

The aim is for students to acquire the ability to present their own views on Local Government Policy problems and issues, 

gaining the basics of knowledge and thinking necessary for Local Government Policy understanding. 

 

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。 

 

In the first half, students will learn the workings and thought underpinning policy, examining the basic theory and concepts 

regarding its making, implementation and evaluation. In the second half, lectures will develop to allow students to grasp more 

dynamically the actual state of local government policy, using concrete examples. The policy areas and case studies we will 

tackle will be decided by the tutor, but based on students' opinions. 

 

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)(90%)/コメントカード兼出席票(10%) 

 

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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■IC342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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(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） 

他学部・他学科生用（人数制限 50 名） 

コミュニティ政策学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

The aim is for students to acquire the ability to present their own views on Local Government Policy problems and issues, 

gaining the basics of knowledge and thinking necessary for Local Government Policy understanding. 

 

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。 

 

In the first half, students will learn the workings and thought underpinning policy, examining the basic theory and concepts 

regarding its making, implementation and evaluation. In the second half, lectures will develop to allow students to grasp more 

dynamically the actual state of local government policy, using concrete examples. The policy areas and case studies we will 

tackle will be decided by the tutor, but based on students' opinions. 

 

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)(90%)/コメントカード兼出席票(10%) 

 

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。 

 

We will provide an overview of the research on human psychology and behavior during and after disasters, deepening knowledge 

while gaining the ability to respond in a basic simulation to cope in the event of a disaster. 

 

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。 

 

We will start with the difference between image and reality, detailing the kind of problems anticipated to occur regarding human 

psychology and behavior at times of disaster. In addition, students will consider what actions can be taken to prevent the 

occurrence of problems. 

 

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も含め，次回までに調べてくる課題を小レポー

トとして課す。また、授業で扱った内容について要点をまとめたり考察する課題も課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内において指示した提出物課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内に指示した提出物 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。 
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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。 

 

Understanding the meaning of “multiculturalism”, from changes in areas such as labor, education and the local community. In 

addition, we will consider what kind of awareness and actions are required in a multicultural society. 

 

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。 

 

Using videos and statistical data, we will introduce Japan’s current multicultural situation, exploring specifics, deepening our 

understanding of the multicultural society and Japan. In addition, we will refer to case-studies in other countries, and consider 

what kind of awareness and actions are necessary in a multicultural society, while studying what is happening in practice in 

each region. 

 

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） 

リアクションペーパー(40%)/小テスト(40%)/課題提出物(20%) 

【変更前】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、2019、『新版 外国人労働者受け入れを問う』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-271010-5) 
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5. 2014、『別冊環 20 『なぜ今、移民問題か』』、藤原書店 (ISBN:978-4-89434-978-0) 

6. 2019、『別冊環 24『開かれた移民社会へ』』、藤原書店 (ISBN:978-4-86578-221-9) 

 

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。 

 

Understanding the meaning of “multiculturalism”, from changes in areas such as labor, education and the local community. In 

addition, we will consider what kind of awareness and actions are required in a multicultural society. 

 

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。 

 

Using videos and statistical data, we will introduce Japan’s current multicultural situation, exploring specifics, deepening our 

understanding of the multicultural society and Japan. In addition, we will refer to case-studies in other countries, and consider 

what kind of awareness and actions are necessary in a multicultural society, while studying what is happening in practice in 

each region. 

 

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） 

リアクションペーパー(40%)/小テスト(40%)/課題提出物(20%) 

【変更前】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、2019、『新版 外国人労働者受け入れを問う』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-271010-5) 
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5. 2014、『別冊環 20 『なぜ今、移民問題か』』、藤原書店 (ISBN:978-4-89434-978-0) 

6. 2019、『別冊環 24『開かれた移民社会へ』』、藤原書店 (ISBN:978-4-86578-221-9) 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 恵(KANNO KEI) 

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） 
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） 

家族の問題は多様化、複雑化し、対応の難しい事例が増えている。本講義では、家族を取り巻く現代社会の諸問題に触れなが

ら、家族援助の実際と実践のあり方について理解を深めることを目的とする。 

 

Family problems are becoming more diverse, and more difficult to tackle. The aim of this lecture is to deepen the understanding 

of actual, practical methods of family support, while touching on the problems of in modern society surrounding the family. 

 

授業の内容（Course Contents） 

児童養護施設や教育現場でカウンセラーとして家族援助に携わった経験を踏まえ、事例を紹介しながら実践に役立つ知見を身

につけていく。子どもや家族の心の問題、発達障がい、精神疾患なども扱う。VTR視聴などを通して、主体的な気づきを促すよう

な内容を目指す。 

 

Based on the experience of family support counselors in child welfare institution and educational settings, we will examine case-

studies, acquiring knowledge useful for practice. Tackling the mental problems of children and families, developmental disorders 

and mental illness. Aiming for content that encourages self-directed awareness through VTR viewing etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（家族援助論とは） 

2. 社会の歪みと家族の変容 

3. 子どもの援助とアセスメント（発達障がいも扱う） 

4. 家族の援助とアセスメント（精神疾患も扱う） 

5. 子どもと家族への援助（1） 児童相談所、児童福祉施設、里親など 

6. 子どもと家族への援助（2） 学校、いじめ対策など 

7. 児童虐待と家族（1） 

8. 児童虐待と家族（2）   

9. 児童福祉施設と家族援助（1）  

10. 児童福祉施設と家族援助（2） 

11. 困難さを抱える家族へのアウトリーチ（1） 児童虐待、貧困など 

12. 困難さを抱える家族へのアウトリーチ（2） ひきこもりなど  

13. 家族援助に関連する法律、まとめ 

14. まとめ 

 

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

家族援助に関連する新聞記事や書籍、論文などに触れること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

2020 年 4 月以降に出版された新刊をテキストあるいは参考文献として初回授業（ガイダンス）で指定する場合がある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅野  恵、2017、『児童養護施設の子どもたちの家族再統合プロセス』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4589-5) 

参考文献は授業でも適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・初回のガイダンスと最終回の筆記テストは必ず受けること。 

・筆記テストは，授業を 7 割以上受講し内容をよく理解したうえで受験することを求める。 

・授業計画に変更が生じた場合，授業にてお伝えする。 
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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） 
林 亜美（HAYASHI AMI) 

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 

政策学科専用科目コード 

他学部・スポーツウエルネス学科は抽選登録にて申し込むこと。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目的はジェンダー視点から日本におけるこれからの労働・雇用のあり方を考える力を養うことである。非正規雇用や長

時間労働などの現代日本が抱えている雇用劣化や貧困問題ならびに連動して進められている社会保障制度などを学ぶ。 

 

This course is designed to help students develop their ability to think independently about the future of Japan’s employment 

and working environment through a gender perspective. To do so, we will learn about deteriorating employment conditions, and 

growing poverty in contemporary Japan, due to the rise of irregular employment and long working hours, while studying related 

advances in the social security system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の雇用システムの特徴を理解した上で、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

りあげて学習することで、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。そして、日本における男性稼ぎ主

型の家族モデルを前提とした働き方の限界と 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。  

 

After learning about the characteristics of Japan's employment system, we shall highlight the ongoing changes in employment 

and labour market policy by studying several examples in Japan, and examine how the characteristic of Japan’s postwar 

employment system are collapsing. We will also understand the limits of working environments premised on a male bread-winner 

family models, and the urgent necessity to review the welfare state system established in the second half of the 20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本の労働市場と失業 

3. 労働保険（1）雇用保険 

4. 労働保険（2）労働者災害補償保険 

5. 能力開発事業と公共職業訓練 

6. 雇用政策と女性 

7. 貧困と所得格差 

8. 公的扶助（1）生活保護と就労支援 

9. 公的扶助（2）生活困窮者自立支援 

10. 社会福祉（1）社会福祉とひとり親支援 

11. 社会福祉（2）子ども・子育て支援 

12. 社会福祉（3）障害者の雇用と就労支援 

13. 雇用と福祉の展望 

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)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず、必要な文献は授業で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大沢真理、2014、『生活保障のガバナンス ジェンダーとお金の流れで読み解く』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17394-1) 

2. 駒村康平・山田篤裕・四方理人・田中総一郎・丸山桂、2015、『社会政策 福祉と労働の経済学』、有斐閣アルマ (ISBN:978-
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4-641-22058-4) 

3. 筒井美紀・櫻井純理・本田由紀編、2014、『就労支援を問い直す 自治体と地域の取り組み』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-

60266-7) 

4. 濱口桂一郎、2018、『日本の労働法政策』、独立行政法人労働政策研究・研修機構 (ISBN:978-4-538-41164-4) 

5. 椋野美智子・田中耕太郎、2020、『はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第 17 版』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-

22164-2) 

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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■IC364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／雇用と福祉 

(Work and Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
林 亜美（HAYASHI AMI) 

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） 

他学部・スポーツウエルネス学科生用（人数制限 20 名） 

コミュニティ政策学科・福祉学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目的はジェンダー視点から日本におけるこれからの労働・雇用のあり方を考える力を養うことである。非正規雇用や長

時間労働などの現代日本が抱えている雇用劣化や貧困問題ならびに連動して進められている社会保障制度などを学ぶ。 

 

This course is designed to help students develop their ability to think independently about the future of Japan’s employment 

and working environment through a gender perspective. To do so, we will learn about deteriorating employment conditions, and 

growing poverty in contemporary Japan, due to the rise of irregular employment and long working hours, while studying related 

advances in the social security system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の雇用システムの特徴を理解した上で、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

りあげて学習することで、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。そして、日本における男性稼ぎ主

型の家族モデルを前提とした働き方の限界と 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。  

 

After learning about the characteristics of Japan's employment system, we shall highlight the ongoing changes in employment 

and labour market policy by studying several examples in Japan, and examine how the characteristic of Japan’s postwar 

employment system are collapsing. We will also understand the limits of working environments premised on a male bread-winner 

family models, and the urgent necessity to review the welfare state system established in the second half of the 20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本の労働市場と失業 

3. 労働保険（1）雇用保険 

4. 労働保険（2）労働者災害補償保険 

5. 能力開発事業と公共職業訓練 

6. 雇用政策と女性 

7. 貧困と所得格差 

8. 公的扶助（1）生活保護と就労支援 

9. 公的扶助（2）生活困窮者自立支援 

10. 社会福祉（1）社会福祉とひとり親支援 

11. 社会福祉（2）子ども・子育て支援 

12. 社会福祉（3）障害者の雇用と就労支援 

13. 雇用と福祉の展望 

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)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず、必要な文献は授業で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大沢真理、2014、『生活保障のガバナンス ジェンダーとお金の流れで読み解く』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17394-1) 

2. 駒村康平・山田篤裕・四方理人・田中総一郎・丸山桂、2015、『社会政策 福祉と労働の経済学』、有斐閣アルマ (ISBN:978-

4-641-22058-4) 
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3. 筒井美紀・櫻井純理・本田由紀編、2014、『就労支援を問い直す 自治体と地域の取り組み』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-

60266-7) 

4. 濱口桂一郎、2018、『日本の労働法政策』、独立行政法人労働政策研究・研修機構 (ISBN:978-4-538-41164-4) 

5. 椋野美智子・田中耕太郎、2020、『はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第 17 版』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-

22164-2) 

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す。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。 

 

The purpose of this lecture is to help students understand the concept of partnership. We will research the partnership policy 

implemented in Japan, and the partnership policies promoted by each country. 

 

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、行政・ＮＰＯ・地域団体・企業などの連携が必要とされるのです。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。 

 

Partnerships have attracted attention in recent years as essential to policy implementation, as opposed to conventional forms 

only. The purpose of this lecture is to understand the current situation and issues related to partnerships between government 

and NPO / regional organizations, with one’s own thoughts and opinions. For example, in the event of a large-scale disaster 

such as the Great East Japan Earthquake, immediately after the disaster, or during recovery and reconstruction, it is not 

possible to provide all victim support by administrative measures alone. Cooperation between Government, NPOs, regional 

organizations, and companies is necessary to distribute three meals a day to all evacuees at evacuation sites at affected areas, 

and to remove debris from collapsed homes. We will understand the current situation and challenges facing each organization in 

building horizontal relationships. 

 

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」概念と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 

9. アメリカのパートナーシップの発展動向 

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（サードセクター等） 

13. パートナーシップの現状・課題・展望 

14. 最終テスト 

 

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

履修者の関心に応じながら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%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

2020.6.6 付変更【変更前】平常点 100%（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） 
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テキストは特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. モニター デロイト、2018、『SDGs が問いかける経営の未来』、日本経済新聞出版社 (ISBN:4532322367) 

2. 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) 

3. 山本 啓、2014、『パブリック・ガバナンスの政治学』、勁草書房 (ISBN:4326302305) 

4. 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) 

 

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。少子化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。 

 

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） 

コミュニティ政策学科専用 

他学部・スポーツウエルネス学科は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

The purpose of this lecture is to examine the possibilities and problems of volunteers, examining case-studies of volunteer 

activity related to disasters - welfare services based in local communities, and support for youth employment. 

 

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。 

 

In this lecture, we will examine case-studies of various volunteer activities, investigating the meaning of volunteer activities and 

their significance in community formation, together with ways of volunteer management for activating volunteers. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への参加度(40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業への参加状況 30%,中間レポート 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/ 
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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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■IC371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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１(Fall 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） 

他学部・スポーツウエルネス学科生用（人数制限 20 名） 

コミュニティ政策学科・福祉学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

The purpose of this lecture is to examine the possibilities and problems of volunteers, examining case-studies of volunteer 

activity related to disasters - welfare services based in local communities, and support for youth employment. 

 

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。 

 

In this lecture, we will examine case-studies of various volunteer activities, investigating the meaning of volunteer activities and 

their significance in community formation, together with ways of volunteer management for activating volunteers. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への参加度(40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業への参加状況 30%,中間レポート 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/ 
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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） 
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） 

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。 

 

Understanding models of problem resolution based on community formation through NPOs and businesses with a high social 

enterprise element, who are tackling issues of social exclusion. 

 

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。 

 

In this lecture, we focus mainly on social enterprises as modern development of the NPO. So, in what environment does the 

social enterprise emerge? What is the current situation in Europe and Japan? What institutional and social conditions support 

the growth of a social enterprise? 

 

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)(60%)/授業への参加度(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業への参加状況 30%,中間レポート 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 
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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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■IC380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC380／公共哲学 

(General Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共（性）の原理・思想・歴史 

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） 
2019 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共について理解を深める。公共哲学のバリエーションを知る。戦後日本における公共の歴史を知る。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。 

 

To deepen understanding of "the public". To gain knowledge of the variations of Public Philosophy. To gain knowledge of the 

postwar history of the public in Japan. To learn how to think philosophically, and in a principled manner about coexistence with 

others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後，高等学校の社会科で「公共」という科目ができる。時代状況や社会の要請から，新たな科目ができるのであろうが，「公共」

とはそもそも何であるのか。また近年，「公共哲学」という学問領域が注目されているが，それはなぜか。どのような特徴を持って

いるのか。この講義では，公共と公共哲学の原理や歴史を検討することを通じて，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。 

 

In the future, a subject called "public studies" will be offered in social studies in the high-school curriculum. It may be possible 

to create a new subject from the present situation and demands of society, but "the public" will be what? Also, in recent years, 

the academic field of "Public Philosophy", which differs from conventional philosophy has attracted attention, but why? What 

are its features? In this lecture, we will consider “the public” as an area of coexistence with others, examining the principles and 

history of the public, and of Public Philosophy. 

 

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. 公共の展開１ 

11. 公共の展開２ 

12. 公共の展開３ 

13. 公共の展開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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーと授業態度 10%) 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初学者にも，わかりやすい講義となるよう努める。写真や図などの視覚教材を多用する。授業態度には厳しくする。私語や携帯，

睡眠，スライドの撮影などは厳禁の授業なので（平常点に反映される場合がある），その点を自覚（理解と賛同）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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■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） 
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） 
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。 

 

The aim is for students to acquire the ability to introduce sports and activities to people in the community with disabilities. 

 

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。 

 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 20 時過ぎに授業資料とともに確認してくださ

い。 

※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。 

 

 In addition to introducing the outline of disabilities in sport (history, measures, disabilities, tournaments, rules etc.), the class 

will progress by examining the significance of sports for people with disabilities (positive exercise), as well as the possibilities. 

Lectures are planned to progress while introducing videos and actual tools. 

 Note that class information will be posted in Notice on Blackboard. Students should check this after 8:00PM the evening 

before the class for information as well as the class materials required. 

* As important guidance for all is shown in “Learning outside of class” and “Text and others”, students must check before 

registering for this class. 

 

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） 

3. 障がいのある人のスポーツ大会（歴史を含む）   

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・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・バスケットボール用車いす等補装具の構造や扱い方を含む） 

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・陸上競技用車いす等補装具の構造や扱い方を含む）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、「障がい者スポーツの現状と課題(主にパラリンピック)」の講

義を行います。 

 

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

 予習として、授業資料を授業前日 20 時頃までに、Blackboardの授業資料に Up しますので、各自で目を通しておいてください。

また普段から、障がいのある人の活動等に関わる報道を意識して、本分野に関わるもので疑問等がありましたら、授業後等に訪

ねてください。内容によっては、授業に反映させます。 
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 受講の皆さんの状況により、授業内で提出する課題を出す事もありますので、復習にも活用して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業で指示する提出物(50%) 

出席は、文科省の指示により加点対象となりません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

原則、2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可 

 

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)。各自で白黒

版かカラー版を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。 保存の場

合は、ファイルが PDFのため、専用アプリが無くメモが取れない場合、PC のメモ帳等を使用するか、専用ノートの使用を推奨しま

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。２回目以降は、各自で準備をお願いし

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理解ください。 資料は 1 月末ま

でを期限として掲載します。  

 

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。 

 

Understanding the meaning and philosophy of sports for the disabled, and learn about various disabilities. Comprehension of the 

rules, techniques and teaching methods of sports for the disabled. Developing the ability to create sports. 

 

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。 

 

Lecture on understanding disability, exploring the relationship between disabled people and sports. Learning through practice 

about devices used by the disabled in sports, and the rules. In addition, students will learn how to introduce sports, and how to 

teach sports tailored to their disabilities. 

 

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） 

平井 太規（HIRAI TAIKI) 

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） 

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） 

社会科学分野における定量（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。 

 

Understanding the basic Multivariate Analysis methods used in quantitative and qualitative research in the field of social 

sciences, to be able to carry out a series of processes to actually analyze data using statistical software to compile the analysis 

results. 

 

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。 

 

This class consists of two parts - the lecture and seminars using statistical software SPSS. In the lecture, we will explain the 

statistical concepts and basic knowledge necessary to perform statistical methodology, suitable to the purpose of the analysis. 

In the seminar, students will carry-out data handling from social research data, analyzing and interpreting the results. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：多変量解析とは 

2. 多変量解析の基礎：多変量解析の目的・特徴・種類 

3. 二変量の解析：クロス表（カイ二乗検定）・平均値の差の検定・分散分析 

4. 相関と回帰：相関係数と単回帰分析 

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・決定係数・多重共線性 

6. 重回帰分析（2）：ダミー変数の利用，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. 重回帰分析（4）：階層的重回帰分析：媒介分析・モデル選択・情報量基準 

9. 重回帰分析（5）：交互作用の利用，サンプルの分割 

10. 二項ロジスティック回帰分析（1）：質的従属変数，オッズ比，対数尤度 

11. 二項ロジスティック回帰分析（2）：既存データを用いた分析・分析事例の読解 

12. 多項ロジスティック回帰分析：3つ以上のカテゴリを持つ質的従属変数、IIAの仮定 

13. その他の多変量解析：因子分析・主成分分析・クラスター分析 

14. まとめ：社会現象の総合理解に向けて 

 

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. 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) 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

2. 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)） 
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・「統計学入門」（社会調査士科目 C）を前年度までに履修、および「リサーチ方法論 2」（社会調査士科目 D）を前年度・同年度に

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。 

・本講義は，一般社団法人社会調査協会の社会調査士科目 Eに対応している。詳細は次の HPを参照すること

（http://jasr.or.jp/for_students/participation/）。 

 

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） 
林 亜美（HAYASHI AMI) 

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 

コミュニティ福祉学部専用科目コード 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目的はジェンダー視点から日本におけるこれからの労働・雇用のあり方を考える力を養うことである。非正規雇用や長

時間労働などの現代日本が抱えている雇用劣化や貧困問題ならびに連動して進められている社会保障制度などを学ぶ。 

 

This course is designed to help students develop their ability to think independently about the future of Japan’s employment 

and working environment through a gender perspective. To do so, we will learn about deteriorating employment conditions, and 

growing poverty in contemporary Japan, due to the rise of irregular employment and long working hours, while studying related 

advances in the social security system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の雇用システムの特徴を理解した上で、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

りあげて学習することで、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。そして、日本における男性稼ぎ主

型の家族モデルを前提とした働き方の限界と 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。  

 

After learning about the characteristics of Japan's employment system, we shall highlight the ongoing changes in employment 

and labour market policy by studying several examples in Japan, and examine how the characteristic of Japan’s postwar 

employment system are collapsing. We will also understand the limits of working environments premised on a male bread-winner 

family models, and the urgent necessity to review the welfare state system established in the second half of the 20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本の労働市場と失業 

3. 労働保険（1）雇用保険 

4. 労働保険（2）労働者災害補償保険 

5. 能力開発事業と公共職業訓練 

6. 雇用政策と女性 

7. 貧困と所得格差 

8. 公的扶助（1）生活保護と就労支援 

9. 公的扶助（2）生活困窮者自立支援 

10. 社会福祉（1）社会福祉とひとり親支援 

11. 社会福祉（2）子ども・子育て支援 

12. 社会福祉（3）障害者の雇用と就労支援 

13. 雇用と福祉の展望 

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)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず、必要な文献は授業で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大沢真理、2014、『生活保障のガバナンス ジェンダーとお金の流れで読み解く』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17394-1) 

2. 駒村康平・山田篤裕・四方理人・田中総一郎・丸山桂、2015、『社会政策 福祉と労働の経済学』、有斐閣アルマ (ISBN:978-
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4-641-22058-4) 

3. 筒井美紀・櫻井純理・本田由紀編、2014、『就労支援を問い直す 自治体と地域の取り組み』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-

60266-7) 

4. 濱口桂一郎、2018、『日本の労働法政策』、独立行政法人労働政策研究・研修機構 (ISBN:978-4-538-41164-4) 

5. 椋野美智子・田中耕太郎、2020、『はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第 17 版』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-

22164-2) 

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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■IC401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC401／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） 
2019 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。 

 

(1) Purpose of class 

 The purpose of this lecture is to understand the essence of the Japanese Constitutional Law. Students will learn the 

necessary essence of the Constitution. Specifically, the aim is for the class to progress explaining the various constitutional 

issues, constitutional precedents, and various theories for students to understand. In addition, we will consider the development 

of educated university students, as well as measures for the teacher recruitment exam.  

(2) Acquiring the ability to learn. 

 Acquisition and understanding of systematic knowledge related to the Japanese Constitutional Law (knowledge and 

understanding). 

(3) Class objectives 

 The goal of this class is gaining essential knowledge of the Japanese Constitutional Law. For this, we need to understand the 

origins of the Constitution, and how it is enacted. In addition, what is “consensus” in interpreting the statute, and how would one 

interpret “correctly” to arrive at a final answer on “what is constitutional law” or “what is the Japanese Constitutional Law”? 

Furthermore, the aim is for students to express their own words regarding this question. 

 

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。  

 

The class overview is, firstly, the historical development of the constitution (constitutional history, history of enactment, 

including the legislative process etc.), secondly, we examine Japanese Constitutional Law focusing on its three major principles: 

sovereignty of the people, pacifism, and respect for basic human rights, and thirdly, we will consider what influence the 

Japanese Constitutional Law has had on Japanese society in reality.  

 In addition, in the course of classes, tutors will keep language simple and maintain interactive dialogues.  

 

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 
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 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

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100%<BR>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) 
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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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■IC402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC402／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） 
2019 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。 

 

(1) Purpose of class 

 The aim of this class is to understand the essence of law and legislature. Students will learn the necessary elements for 

understanding the essence of law and legislature. Specifically, class will progress outlining the various fields of law, while mixing 

legal issues, judicial precedents and theories for the purpose of student understanding. In addition, we will consider the 

development of educated university students, as well as measures for the teacher recruitment exam.  

(2) Acquiring the ability to learn. 

 Gaining systematic knowledge of law and legislature (knowledge and understanding). 

(3) Class objectives 

 The goal of this class is gaining essential knowledge of law. In addition, students will cultivate the ability to find what the legal 

issue is when conflict occurs in daily life. For this, we need to understand the origins of law, and how it is enacted. In addition, 

what is “consensus” in interpreting the statute, and how would one interpret “correctly” to arrive at a final answer on “what is 

law” or “what is study of law”? Furthermore, the aim is for students to express their own words regarding this question and 

acquire fundamental skills to independently proceed their study of law as needed in the future as well as to foster the legal 

concepts and perspectives. 

 

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。 

 

The law is in fact familiar to us (details explored in class). Furthermore, this subject is an essential part of the introductory 

stage for studying criminal, civil and commercial law. This class is for students to understand the kind of influence law and 

legislation has in the real world. 

The class will progress in according to the following “Class Plan”, and so please refer to this: In this class, as well as examining 

domestic laws such as public law (constitutional, penal and administrative law etc.), we will deepen our understanding of the 

whole of law, also outlining private law and social law (Labor Law, Social Security Law etc.) in addition to international law. 

In addition, in the course of classes, tutors will keep language simple and maintain interactive dialogues. 
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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。 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【9 月 9 日付修正】レポート試験で行います。（レポート試験 100％）  成績評価は、期末のレポート試験の点数で評価を行いま

す。点数配分は、期末のレポート試験 100 点を満点とするものです。期末のレポート試験の未受験者に、教員は、成績評価を行

うことが出来ません。期末のレポート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、授業内レポート（期末のレポート試験とは異なるものです）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、評価はレポート試験で行います）。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） 



 - 476 - 

※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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■IC403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC403／政治学 

(Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義とは何か？ ――《私物化》の時代における政治の危機―― 

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） 
2019 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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。 

近代の代表制民主主義に内在する問題を理解し、批判的に検討できること。 

現代の日本社会が直面する諸問題を発見し、政治的な視点から考察できること。 

履修生の各自がより望ましい社会のあり方や政治のあり方を構想できること。 

 

To acquire basic knowledge about the principles and institutions of democracy. 

To be able to understand and critically examine the problems inherent in modern representative democracy. 

To be able to discover various problems facing modern Japanese society and to investigate them from a political perspective. 

To be able to envision the ideal society and politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の民主主義は二つの敵を前にして今にも崩壊しつつあるようだ。一つの敵が米大統領トランプを筆頭に，現在の欧米で猛威

をふるうポピュリズム。それは，代表制度の下での民主主義の機能不全を暴露しただけでなく，そうした民主主義への失望や不

信をいっそう高めることになった。もう一つが中国を代表に台頭しつつある非民主的権威主義国家だ。欧米などの民主主義諸国

に渦巻くそうした失望や不信は、国際社会における中国の影響力の増大もあって、今や民主主義を否定する権威主義的政治へ

の期待へと変わりつつある。冷戦直後、勝利の凱歌を揚げた民主主義に対して「もうやめにしよう」という声が世界中で聞かれる

ようになっているのだ。しかし、このようなときだからこそ，民主主義という政治の構想はそもそもどのようなものであったのか，そ

の実情はどうなっているのかを改めて熟考することが求められている。さらに，民主主義を機能不全に陥れた原因は何のか、そ

の原因を除去し民主主義を再生させることは可能なのか、真剣に検討することが危急の課題となっている。そこでこの授業では，

民主主義の基本原理および古代から現代にいたる民主主義の歴史を説明するだけでなく，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.。またそれと同時に、民主主義の問題点を現代日本の文脈に即して具体的に考察する。 今年度は《私物

化》というキーワードを手掛かりにして、危機にある民主主義を多角的に議論する予定である。 

 

Modern democracy seems to be collapsing in the face of two enemies. One enemy is populism that is rampant in Europe and 

the United States. It not only reveals the dysfunction of representative democracy, but it is also increasing disappointment and 

distrust of such democracy. The other is undemocratic authoritarian states like China and Russia. Such disappointment and 

distrust in the United States, Europe and other democracies are turning into expectations for authoritarian politics that denies 

democracy, partly because of China's growing influence in the international community. In the immediate aftermath of the Cold 

War, democracy seemed triumphant. But nowadays we often hear voices; “Democracy is Enough." However, because of this 

situation, it is necessary to review what the political concept of democracy was and what the actual situation is. Furthermore, 

the urgent task is to seriously consider what caused democracy to malfunction and whether it is possible to remove the causes 

and revive democracy. In this class, I not only explain the basic principles of democracy and the history of democracy from 

ancient times to the present, but also examine the problems that democracy has had from a theoretical perspective. At the 

same time, I will concretely discuss the problems of democracy in the context of modern Japan. This year, I especially plan to 

focus the influences of <<privatization>> on democracy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：民主主義から権威主義の時代へ？ 

――ポピュリズムの蔓延と中国の台頭―― 

2. 民主主義とは何か？ 

――私物化と支配に対抗する政治―― 

3. 私物化の時代(1) 

――新自由主義と社会の私物化―― 

4. 私物化の時代(2) 

――新しい権威主義と政治の私物化―― 

5.  なぜ、自分たちで統治しなければならないのか？人に任せてはならないのか？ 

――古代アテナイにおける民主主義の誕生と籤による自治――  

6.  近代民主主義の前提 
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―― ホッブズの社会契約論とロックの所有的個人主義―― 

7. 近代民主主義の復活 

――ルソーの人民主権論―― 

8. 代表制度としての民主主義 

――合衆国憲法における共和主義の伝統とシエイエスの憲法制定権力―― 

9. 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―― 

10. 全体主義に対して議会を擁護する 

――シュミットによる議会主義批判とヴェーバーおよびケルゼンによる議会制度の正当化―― 

11. 代表制度の条件／ポピュリズムの条件 

――20 世紀における代表制民主主義の黄金期―― 

12. 選挙‐代表制度の系譜学 

――代表制民主主義の機能不全とその限界―― 

13. 代表制度を超える民主主義を構想する 

――民主主義のイノベーションの現在―― 

14. コミュニティから民主主義を再構築する 

――現代の民主主義の学校はどこにある？―― 

(以上の授業計画には，変更の可能性がある 

 

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。 

授業で使用するスライドに予め目を通しておくことが望ましい。 

必要があれば適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤井達夫、2018、『平成の正体』、イースト新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 森政稔、2008、『変貌する民主主義』、ちくま新書 

2. 待鳥聡史、2015、『代議制民主主義』、中公新書 

3. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か』、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 

6. S.レビツキ―、D.ジブラット、2018、『民主主義の死に方』、新潮社 

7. ダーヴィッド・ヴァン・レイブルック、2019、『選挙制を疑う』、法政大学出版局 

上記以外の参考文献については，授業内で随時紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.videonews.com/marugeki-talk/926/  

 

注意事項（Notice） 
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■IC404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC404／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHII 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） 
2019 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化する国際経済についてその現状と諸課題を読み解くことを目標とする。 

 

The aim is to read and understand the current situation and issues in the globalizing international economy. 

 

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、主に貿易

と投資を中心に、国際経済学の基礎的理論、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。 

 

Now that the world is globalizing, it is very important to deepen our understanding of the international economy. Therefore, we 

will examine the basic theory of international economics, the actual situation, institutional frameworks, and various issues, 

focusing mainly on trade and investment, deepening our understanding of the globalizing economy. 

 

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. 貿易の理論① 

4. 貿易の理論② 

5. 貿易政策 

6. 貿易システム 

7. 地域統合 

8. 直接投資と多国籍企業① 

9. 直接投資と多国籍企業② 

10. グローバル経済との進展と課題① 

11. グローバル経済との進展と課題② 

12. グローバル経済との進展と課題③ 

13. グローバル経済との進展と課題④ 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の課題(20%)/複数回の小テスト(80%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー、出席 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回配布する資料に沿って講義を進める。 

 

参考文献（Readings） 

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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■IC405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC405／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） 
2019 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会を把握しう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。） 

 

Acquiring a comprehensive view of society. Grasping the image of sociology. 

(In addition, it is preferable that "Sociology 1" and "Sociology 2" are taken in order so that lectures can advance progressively. 

 

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する。「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、すなわち変化や変動を踏まえ、現代社会を考察

する。社会の「あたりまえ」の価値観を疑う視点を身につける。 

 

While introducing the basic concepts and thinking methods of sociology, we will gain perspectives to grasp contemporary 

society. “Society" has not always been as it is now, and a history exists. We will consider modern society based on such 

changes in "society". 

 

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  

4. 戦後の産業と社会 １ 高／低成長 

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 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/講義内で課す小レポート(30%)/授業参加度(10%) 

適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱うなどします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (最終レポート(Final Report)40%) 

 

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。 
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注意事項（Notice） 
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■IC406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

IC406／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もつ 

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） 
2019 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。） 

 

In order to grasp modern society, we will examine what kind of sociology, social thought, and social philosophical perspectives 

are needed. 

(Note, it is preferred for students to take “Sociology 1” in advance of “Sociology 2, as the lectures progress building on each 

other.) 

 

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。 

 

Lectures will progress, providing the opportunity to grasp “modern society” from the various angles necessary, using relatively 

new sociology and socio-philosophical methodologies. We will read and understand “contemporary society” in consideration of 

politics, social movements, dynamism, diversity of values, social structures, and their changes in society. In particular, we will 

focus on points such as “violence” and “power”, attempting to trace back to so-called abstract social philosophy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバル／ポストグローバル社会 １ 

3. グローバル／ポストグローバル社会 ２ 

4. 消費社会と＜帝国＞の時代 

5. 政治の始まりと社会哲学――「政治」を社会の中から／で考える １ 

6. 政治の始まりと社会哲学――「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――「社会変革」から考える ２ 

9. 「生活史」から考える社会 

10. ＜ファシズム＞と大衆社会、権威主義体制 

11. 優生思想――社会ダ―ヴィニズム、社会進化論  

12. ユートピアと社会――社会の設計、社会の構想 

13. ユートピアと社会――〈美〉と〈感性〉と〈快〉から 

14. アートと社会の関係について 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内リアクションペーパー(30%) 

授業内リアクションペーパーの提出をもって出欠とする。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% 

(最終レポート(Final Report)40%) 

 

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） 
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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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■IC501 

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） 
石渡 貴之（ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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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） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■IC506 

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） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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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■IC560 

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)  ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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。 

 

It is an opportunity to share and discuss topics in-depth with fellow students, under the guidance of qualified teachers with 

extensive knowledge and experience. We hope for students to discover the joy of learning that university offers. 

 

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。 

 

In each seminar, under the supervision of the instructor, a small groups of students aiming to acquire advanced, specialized 

knowledge, will set themselves study tasks, fieldwork, read detailed source materials and present the results. 

 

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
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る． 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに定めない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
平井 太規（HIRAI TAIKI) 

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。 

 

Conducting quantitative social research on contemporary themes related to people's lives such as community, social welfare, 

family, school and work. By experiencing a series of processes such as setting of research topics and hypothesis, producing 

questionnaires, sampling, distribution and collection of questionnaires, data input and management, statistical analysis using 

statistical software, and preparation of reports, students will be able to plan, conduct and analyze quantitative social surveys. 

 

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 

 

Sessions 1 to 7: Survey design (survey topic, survey target, setting of hypothesis, previous studies, and learning of social survey 

methods). 

Sessions 8 to 12: Preparation of questionnaire (question item and question wording, questionnaire production, and pre-surveys). 

Sessions 13 to 19: Distribution and collection of questionnaires, data entry and data management. 

Sessions 20 to 24: Data analysis (basic aggregation and multivariate analysis). 

Sessions 25 to 28: Report preparation. 

 

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） 
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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） 

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) 

2. 伊藤修一郎、2011、『政策リサーチ入門――仮説検証による問題解決の技法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-032215-7) 

 

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」（社会調査士科目 D）および「データ分析法」（社会調査士科目 E）を前年度、または社会調査実習と同年度

に並行して履修することを強く推奨する。 

・本講義は，一般社団法人社会調査協会の社会調査士科目 Gに対応している。詳細は次の HPを参照すること

（http://jasr.or.jp/for_students/participation/）。 

 

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） 
跡部 千慧（ATOBE CHISATO) 

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。 

 

【社会調査士】 

本科目は社会調査士 G科目である。履修条件については履修要項をよく確認すること。なお、F科目「質的リサーチ」を履修済で

あるか同時履修することが望ましい。 

 

・Learning a series of processes ranging from planning of qualitative research, to implementation, data analysis, and production 

of reports. 

・In particular, observation methods, document analysis (utilization of existing materials), and interview techniques are acquired. 

 

[Social Researcher] 

This subject is equivalent to Social Researcher Certification Course G. Check course requirements carefully for the enrollment 

conditions. Note, it is preferred for students to have taken Course F “Qualitative Research Method" or to take simultaneously. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は「現代コミュニティの複合的問題」という大枠のテーマのもと、履修者とのディスカッションを通して具体的な調査テーマを決

定する。その上で、テーマに関する学習、調査課題の設定、調査の企画、 調査の実施、データの整理・分析、報告書の作成とい

うプロセスを学ぶ。具体的には以下のスケジュールで進める。 

 

春学期：オリエンテーション、調査テーマの決定、事前学習、調査課題の設定、調査の企画 

夏休み：事前調査の実施 

秋学期：調査の実施、データの整理・分析、報告書の作成 

 

The class is based on the general theme of "Multiple problems in the modern community", with specific research themes to be 

decided through discussion with students. In addition, students will learn the process of theme related study, from setting the 

research topic and designing surveys, to conducting research surveys, managing and analyzing data and producing reports. 

Specifically, we will proceed according to the following schedule. 

Spring semester: Orientation, deciding research themes, pre-study, setting survey topics, and design of surveys. 

Summer vacation: Conducting preliminary survey 

Fall semester: Conduct surveys, organize and analyze data, and prepare reports. 

 

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） 
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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） 

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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式ですので、出席はもちろんのこと、授業やグループワークへの積極的な参加が求められます。 

 

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） 
通年他(Full year 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。 

 

Students will receive instruction and assistance on writing and production of their graduation research project from tutors up to 

completion. 

 

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。原則として隔週で定期的・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。 

 

The class format is set in accordance with the above-mentioned goals, tutors will take into consideration the situation of 

students. In principle, they may be conducted regularly / collectively each week, or may be individually through personal 

instruction. The class content will also follow the situation, and change each time. The seminar is not necessary under the same 

tutors as the specialized 3rd Year seminars, “Seminar on Fieldwork” and “Community Study”. Details of tutors are published in 

guidance material distributed the previous year. 

 

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、情報収集など）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） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
通年他(Full year 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。 

 

Students will receive instruction and assistance on writing and production of their graduation research project from tutors up to 

completion. 

 

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。原則として隔週で定期的・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。 

 

The class format is set in accordance with the above-mentioned goals, tutors will take into consideration the situation of 

students. In principle, they may be conducted regularly / collectively each week, or may be individually through personal 

instruction. The class content will also follow the situation, and change each time. The seminar is not necessary under the same 

tutors as the specialized 3rd Year seminars, “Seminar on Fieldwork” and “Community Study”. Details of tutors are published in 

guidance material distributed the previous year. 

 

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、情報収集など）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） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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。 

 

In considering the well-being of individuals and society as a whole, learn how health and sports are involved from a variety of 

perspectives. 

 

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。 

 

Wellness involves a more pluralistic view of health beyond the framework of health itself, incorporating the meaning of life as 

well as mental and physical health. In this lecture, instructors with different specializations in wellness and sports give lectures 

in an omnibus format based on their own points of view. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 安松 スポーツパフォーマンス分析 

2. 奇二 都市の生物多様性と豊かな自然体験のススメ 

3. 大石 スポーツと心 

4. 加藤 スポーツ医学-トップアスリート（サッカー選手）におけるメディカルサポート- 

5. 杉浦 スポーツと栄養・食事 

6. 石渡 生体リズムと健康，パフォーマンスの関係 

7. 石井 スポーツ動作の仕組みを解明する 

8. ライトナー スポーツをマネジメントする 

9. 沼澤 筋力トレーニングによる身体改造 

10. 後関 アスレティックトレーナーの役割 

11. ライトナー Japanese sport and its characteristics seen from foreigners 

12. 佐野 ジェンダー概念の理解ー体育・スポーツの見地からー 

13. 松尾 東京オリンピック・パラリンピックとこれからの日本のスポーツのあり方 

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)） 

授業計画には各教員が扱うテーマを示しており、授業を行う順番は初回の授業で案内する。 

 

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（身体づくり・動きづくり）を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
アーント三浦(ARNDTMIURA 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） 
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を理解する。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。 

 

The goal of this course is for the students to understand the characteristics of gymnastics, which are needed by various ages 

and performed for various purposes in order to lead a healthy and comfortable life. The students are also expected to 

understand how to move the body, the basis of sports and exercise through practicing gymnastics. 

 

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。 

 

Through this course, the students will learn that in gymnastics,  the contents of exercise are assembled by the combination of 

movements and the change of posture, and the contents are implemented according to the object and purpose. A variety of 

changes from basic exercise to dynamic movement, which is the functional movement of each part of the body, how to teach 

gymnastics, and the practice of gymnastics will be introduced. The studentds will also experience the development of movement 

through cooperation with others and mutual evaluation. 

 

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 

身体各部位の動きと全身運動（有酸素運動）を理解する 

3. 体操の姿勢について学ぶ  

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 

音楽と動きの関連性・身体各部位の動きと運動の連動性を理解する 

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. 体操の指導法について学ぶ① 

運動の指示の仕方を体験する 

10. 体操の指導法について学ぶ② 

体操実施時の声掛けによる運動の質の変化を学ぶ 

11. 体操の創作について学ぶ① 

対象に応じた体操の目的と内容について考える 

12. 体操の創作について学ぶ②  

体操の実際をグループワークにて考える 

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 
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講義のまとめ  

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(60%) 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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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） 
秋学期(Fall 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。 

 

Through practicing basic skills in athletics, understand the running, jumping and throwing movements that form the basis of 

various sports and learn about the most efficient movements and motions. 

 

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。 

 

Understand the characteristics of different athletics events and practice running, jumping and throwing drills to learn about and 

understand how to exercise efficiently. In addition, learn how to use and handle different types of equipment, and the rules for 

their use. Students are instructed on the management of safety for athletics competitions. 

 

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. 短距離走のラップタイム測定 

4. 短距離走のスタートの実際 

5. 短距離走の練習方法（レペティションと加速走） 

6. リレーのバトンパスとレースの実際 

7. ハードルの基本動作の習得 

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、走り幅跳び）の練習方法 

10. 視覚障害ランナーの支援１ 

11. 視覚障害ランナーの支援２ 

12. 走運動・投運動・跳躍運動の指導実践１ 

13. 走運動・投運動・跳躍運動の指導実践２ 

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)） 
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注意事項（Notice） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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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） 
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） 
------- 

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。 

 

Learn about different teachers’ areas of specialization in sports and wellness in small-size seminars. In addition to lectures by 

teachers, the course features independent investigation by students including discussions, practical training and presentations. 

 

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: 心身の反応の個人差（大石） 

2: 脳・身体機能を測定する〜スポーツ生理学演習〜（石渡） 

3: トレーニング指導のための体力プロフィール作成（塩田） 

4: 新座キャンパスで生物多様性を感じる（奇二） 

 

There are 4 classes in this discipline, and students are divided into groups of approximately 27 per class by automatic 

registration. Under the guidance of several teachers during the semester, students will study several different areas of sports 

wellness, consider the essence of these, and learn independently about research processes such as planning, execution, 

summarizing and reporting on research results. In some cases, there will be opportunities for fieldwork and practical learning 

outside the classroom at times which do not interfere with course studies overall. 

1: Individual variations of psychosomatic response (Oishi) 

2: Measuring brain and body functions - Sports physiology seminar (Ishiwata) 

3: How to make a physical fitness profile for training (Shiota) 

4: Feel the biodiversity in the Niza campus (Kiji) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ワークショップ B 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. まとめ 

 

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。 
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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。 

 

Think about and prepare for independent learning at university. Master basic learning skills. Understand the features and 

expertise of the department, and consider its future design. 

 

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。 

 

An academic adviser (teacher) takes 20-25 people. 

Each academic adviser develops their lectures to make the most of their expertise to achieve the above goals. Students are 

expected to participate and study for themselves in order to do the following. 

1) To facilitate your start at Rikkyo University in university life, learn about the university, make friends and gain a sense of 

belonging. 

2) Deepen your understanding of basic learning techniques (how to study independently, report writing, discussions, 

presentations, etc.) and learn to use the various functions of the university for yourself, such as the library and media center. 

3) After understanding the features of the faculties and departments, you will be able to plan your studies for the next four 

years and think about what you will do after graduation. 

 

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。 
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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。 

 

Think about and prepare for independent learning at university. Master basic learning skills. Understand the features and 

expertise of the department, and consider its future design. 

 

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。 

 

An academic adviser (teacher) takes 20-25 people. 

Each academic adviser develops their lectures to make the most of their expertise to achieve the above goals. Students are 

expected to participate and study for themselves in order to do the following. 

1) To facilitate your start at Rikkyo University in university life, learn about the university, make friends and gain a sense of 

belonging. 

2) Deepen your understanding of basic learning techniques (how to study independently, report writing, discussions, 

presentations, etc.) and learn to use the various functions of the university for yourself, such as the library and media center. 

3) After understanding the features of the faculties and departments, you will be able to plan your studies for the next four 

years and think about what you will do after graduation. 

 

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。 
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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） 
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） 
------- 

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。 

 

Learn about different teachers’ areas of specialization in sports and wellness in small-size seminars. In addition to lectures by 

teachers, the course features independent investigation by students including discussions, practical training and presentations. 

 

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: スポーツ動作を分析する〜バイオメカニクス演習～（石井） 

2: 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） 

3: 球技の体力トレーニングを考える（安松） 

4: スポーツ現場に必要な救急処置に関する検討（後関） 

 

There are 4 classes in this discipline, and students are divided into groups of approximately 27 per class by automatic 

registration. Under the guidance of several teachers during the semester, students will study several different areas of sports 

wellness, consider the essence of these, and learn independently about research processes such as planning, execution, 

summarizing and reporting on research results. In some cases, there will be opportunities for fieldwork and practical learning 

outside the classroom at times which do not interfere with course studies overall. 

1: Motion analysis for sports (Ishii) 

2: Thinking about the future of sports promotion in Japan (Matsuo) 

3: Thinking about physical fitness training according to sports events (Yasumatsu) 

4: Issues related to sports medicine research (Goseki) 

 

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。 
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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，佐野，ライトナー，後関が担当 

 

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。 

 

Learn about different teachers’ areas of specialization in sports and wellness in small-size seminars. In addition to lectures by 

teachers, the course features independent investigation by students including discussions, practical training and presentations. 

 

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: 体育・スポーツとジェンダー（佐野） 

2: スポーツドリンクのマーケティング（杉浦） 

3: スポーツ現場に必要な救急処置に関する検討（後関） 

4: 世界のスポーツマネジメントを考える（ライトナー） 

 

There are 4 classes in this discipline, and students are divided into groups of approximately 27 per class by automatic 

registration. Under the guidance of several teachers during the semester, students will study several different areas of sports 

wellness, consider the essence of these, and learn independently about research processes such as planning, execution, 

summarizing and reporting on research results. In some cases, there will be opportunities for fieldwork and practical learning 

outside the classroom at times which do not interfere with course studies overall. 

 

1: Consideration of sports and physical education from the perspective of gender (Sano) 

2: Sports drink marketing (Sugiura) 

3: Issues related to sports medicine research (Goseki) 

4: Considerations of sports management in the world (Leitner) 

 

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１－１ 

3. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－２ 

4. スポーツウエルネス学領域の研究手法１－３ 

5. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－１ 

6. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－２ 

7. スポーツウエルネス学領域の研究手法２－３ 

8. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－１ 

9. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－２ 

10. スポーツウエルネス学領域の研究手法３－３ 

11. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－１ 

12. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－２ 

13. スポーツウエルネス学領域の研究手法４－３ 

14. まとめ 

 

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。 
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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，沼澤，奇二が担当 

 

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。 

 

Learn about different teachers’ areas of specialization in sports and wellness in small-size seminars. In addition to lectures by 

teachers, the course features independent investigation by students including discussions, practical training and presentations. 

 

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: 心身の反応の個人差（大石） 

2: 脳・身体機能を測定する〜スポーツ生理学演習〜（石渡） 

3: トレーニング指導のための体力プロフィール作成（塩田） 

4: 新座キャンパスで生物多様性を感じる（奇二） 

 

There are 4 classes in this discipline, and students are divided into groups of approximately 27 per class by automatic 

registration. Under the guidance of several teachers during the semester, students will study several different areas of sports 

wellness, consider the essence of these, and learn independently about research processes such as planning, execution, 

summarizing and reporting on research results. In some cases, there will be opportunities for fieldwork and practical learning 

outside the classroom at times which do not interfere with course studies overall. 

1: Individual variations of psychosomatic response (Oishi) 

2: Measuring brain and body functions - Sports physiology seminar (Ishiwata) 

3: How to make a physical fitness profile for training (Shiota) 

4: Feel the biodiversity in the Niza campus (Kiji) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ワークショップ B 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. まとめ 

 

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%) 
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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） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI)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 

石井のほか，松尾，安松，後関が担当 

 

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。 

 

Learn about different teachers’ areas of specialization in sports and wellness in small-size seminars. In addition to lectures by 

teachers, the course features independent investigation by students including discussions, practical training and presentations. 

 

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: スポーツ動作を分析する〜バイオメカニクス演習～（石井） 

2: 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） 

3: 球技の体力トレーニングを考える（安松） 

4: スポーツ現場に必要な救急処置に関する検討（後関） 

 

There are 4 classes in this discipline, and students are divided into groups of approximately 27 per class by automatic 

registration. Under the guidance of several teachers during the semester, students will study several different areas of sports 

wellness, consider the essence of these, and learn independently about research processes such as planning, execution, 

summarizing and reporting on research results. In some cases, there will be opportunities for fieldwork and practical learning 

outside the classroom at times which do not interfere with course studies overall. 

1: Motion analysis for sports (Ishii) 

2: Thinking about the future of sports promotion in Japan (Matsuo) 

3: Thinking about physical fitness training according to sports events (Yasumatsu) 

4: Issues related to sports medicine research (Goseki) 

 

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%) 
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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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■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） 

スポーツウエルネス学科専用科目コード 

他学部・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウエルネス５領域（身体、精神、情緒、環境、価値観）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。 

 

Understand the five areas of wellness (body, mind, emotion, environment, sense of values); explore what human happiness 

means from different perspectives; master a way of thinking that respects individual values. 

 

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。 

 

Gain a basic knowledge of exercise, nutrition, rest, smoking, alcohol, stress, the desire to be thin, obesity in relation to lifestyle-

related diseases and infectious diseases. Understand and discuss ways of life and attitudes on a holistic and personal scale, 

adopting a broad perspective that links health with the environment and society, according to a framework of study, work, 

marriage, family, aging, and death. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ウエルネスとは何か 

2. 栄養の科学，演習①ライフプランニング 

3. 食文化 

4. 生命倫理（映画鑑賞） 

5. 性・結婚観，演習②婚活ドリーミング 

6. 休養・睡眠の科学 

7. スポーツ・運動の科学 

8. 薬物乱用（アルコール・タバコ含む），演習③タイムマネジメント 

9. うつ病とストレス（落語鑑賞） 

10. 感染症と医療 

11. 環境の科学（公害，原発，地球温暖化） 

12. 環境の科学（映画鑑賞） 

13. 生物多様性，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)） 
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注意事項（Notice） 
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■ID101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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） 

他学部・他学科生用（人数制限 10 名） 

スポーツウエルネス学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウエルネス５領域（身体、精神、情緒、環境、価値観）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。 

 

Understand the five areas of wellness (body, mind, emotion, environment, sense of values); explore what human happiness 

means from different perspectives; master a way of thinking that respects individual values. 

 

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。 

 

Gain a basic knowledge of exercise, nutrition, rest, smoking, alcohol, stress, the desire to be thin, obesity in relation to lifestyle-

related diseases and infectious diseases. Understand and discuss ways of life and attitudes on a holistic and personal scale, 

adopting a broad perspective that links health with the environment and society, according to a framework of study, work, 

marriage, family, aging, and death. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ウエルネスとは何か 

2. 栄養の科学，演習①ライフプランニング 

3. 食文化 

4. 生命倫理（映画鑑賞） 

5. 性・結婚観，演習②婚活ドリーミング 

6. 休養・睡眠の科学 

7. スポーツ・運動の科学 

8. 薬物乱用（アルコール・タバコ含む），演習③タイムマネジメント 

9. うつ病とストレス（落語鑑賞） 

10. 感染症と医療 

11. 環境の科学（公害，原発，地球温暖化） 

12. 環境の科学（映画鑑賞） 

13. 生物多様性，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)） 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アスレティックリハビリテーション（リコンディショニング） 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 成仁(YOSHIDA NARUTO) 

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，一般の人，または，アスリートが傷害からの回復・健康増進・パフォーマンス向上のための運動処方・療法につい

て，その理論と知識を幅広く身につけ，実際の運動プログラムを作成できるようになることを目標とする． 

 

The goal is to acquire a wide knowledge of theory and understanding of the prescription of exercise and related therapies, and 

to be able to create an actual exercise program for people in general and athletes who want to exercise for reasons of recovery 

from injury and enhancement performance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

運動処方とは，個人の状況に合致した運動プログラムを作成することである．そのためには，個人の年齢，身体的状態，体力を

十分考慮に入れて，どの様な運動を，どの位の強さで，何分くらい，何回行えばよいのかについて考える必要がある．運動の効

果や様々なニーズに対応した運動処方・療法の具体的方法を学習し，実践的学習として，実際に運動プログラムを作成し，検討

する． 

 

An exercise prescription is the creation of an exercise program that is tailored to the individual's situation. Therefore, it is 

necessary to take into account the individual's age, physical condition and physical fitness, as well as how much exercise should 

be performed, and for how many minutes and how often. Learn specific methods of exercise prescription and therapy 

corresponding to the effects of exercise and one’s various needs, and, as practical learning, create and review an actual 

exercise program.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. コンディションの把握と管理 

3. コンディショニングの方法 

4. コンディショニングの実際 

5. 競技(種目)特性とコンディショニング 

6. 外傷予防に必要な環境整備 

7. アスレティックリハビリテーションの考え方 

8. 運動療法（アスレティックリハビリテーションにおけるエクササイズ）の基礎知識 

9. 物理療法と補装具の使用に関する基礎知識 

10. 外傷ごとのリスク管理に基づいたアスレティックリハビリテーションのプログラミングと実践（体幹） 

11. 外傷ごとのリスク管理に基づいたアスレティックリハビリテーションのプログラミングと実践（上肢） 

12. 外傷ごとのリスク管理に基づいたアスレティックリハビリテーションのプログラミングと実践（下肢） 

13. 競技種目特性に基づいたアスレティックリハビリテーションのプログラム 

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ことを予定している．各自が確認して予習・復

習すること． 

 

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(20%)/授業内課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内小テスト 20%,リアクションペーパー20%) 

 

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） 
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1. 青木治人、清水邦明、鈴川仁人、2019、『スポーツリハビリテーションの臨床』、メディカルサイエンスインターナショナル 

(ISBN:978-4-8157-0155-0) 

2. 小林直行、泉重樹、成田崇矢、2013、『女性アスリートのための傷害予防トレーニング』、医歯薬出版株式会社 (ISBN:978-4-

263-24058-8) 

3. 広瀬統一、泉重樹、上松大輔、笠原政志、2019、『アスレティックトレーニング学』、文光堂 (ISBN:978-4-8306-5191-5) 

 

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。また、授業内ではグループディスカッションを含め、アクテ

ィブラーニングを取り入れて行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■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． 

 

Learn the workings of biological phenomena and their biological functions. Understand the functional system of the organs in our 

body and their workings. In particular, understand the functions of human organs as related to health and exercise, and acquire 

a knowledge of the practical application of physiology as the basis of “exercise physiology.” 

 

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． 

 

Physiology is the science of the functions of living organisms. Lectures will be given on our physiological responses during 

exercise, according to our bodies’ complex and delicate framework of biological systems, such as respiration, circulation, 

digestion and absorption, excretion and metabolism and functional systems such as blood and bodily fluids, nerves, endocrines, 

muscles and bones. As students start learning about exercise, they will acquire a basic knowledge of living organisms. 

 

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） 

授業内小テスト(60%)/授業内最終テスト(30%)/リアクションペーパー(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (授業態度，理解度，リアクションペーパーを含む 10%) 

 

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 
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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。 

 

Understand our physiological functions during exercise, and learn about the various physical changes and adaptations that occur 

with exercise. The goal is to acquire knowledge that can be used when we practice our own exercise and sports activities and 

that can also be used in instructional roles in future. 

 

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。 

 

Based on the basic knowledge of Physiology acquired in the spring semester, the lectures will explain the functional systems of 

the body during exercise, the reaction of our organs and the specific physical changes that occur in relation to training. In 

addition, because the environments in which exercise and sports activities are performed may differ (temperature, oxygen 

concentration, water, etc.), the lectures also describe the physical adaptation that occurs in response to these. 

 

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） 

最終授業時の最終テスト(40%)/複数回の授業内小テスト(40%)/複数回の課題レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (口頭試問 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヤン・バングスボ、2020、『スポーツコーチのためのトレーニング生理学』、大修館書店 (ISBN:4469268518) 

 

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) 

 

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。 
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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 

 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため) 

 

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。 

 

Currently, if an elderly person suffers from cardiovascular or respiratory disease, an exercise stress test may be performed as a 

medical check. Acquire knowledge and the ability to think critically about exercise tests. In addition, learn emergency 

resuscitation and surgical procedures for responding to accidents that may arise at sports venues. 

 

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。 

 

This class is about qualifying as a Health Fitness Programmer. It will help students to acquire the specialist knowledge required 

for gaining the necessary qualifications. For this reason, the course involves assignments that need to be done outside class. 

Therefore this class is suited to students who are keen to acquire specialist knowledge. In addition, for practical skills, students 

take a practical examination to test their knowledge of first aid treatment. The aim of this class is for students to understand 

basic electrocardiogram and exercise stress tests and to be able to carry out basic life support treatment (BLS) on their own. 

 

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） 

3. 子どもの一次救命処置。気道異物除去 

4. 一次救命処置（心肺蘇生および AED）の実技テスト１ 

5. 一次救命処置（心肺蘇生および AED）の実技テスト２ 

6. 運動負荷試験とは？ 

7. 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 

8. 正常心電図と異常心電図 

9. 心電図の測定方法 

10. 実技および実技テスト（心電図・運動負荷試験） 

11. 外科的処置および応急手当 

12. 頭部打撲・頸部損傷時の対応 

13. 頸部損傷時の対応（バックボード） 

14. まとめ 

 

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

原則として毎回テストを行う．毎授業内で，次の授業までに行うべき復習に関連する課題を示すので，これを学習すること．詳細

は授業内で説明する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎授業の最初に行う授業内テストにより評価する(100%) 

毎授業の最初に行う授業内テストの評価をもとに最終評価を決定する． 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に指定なし 

 

参考文献（Readings） 

特に指定なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2 コマ続きの四半期科目授業であり，毎授業の最初に授業内テストを行う．この授業内テストの評価をもとに最終評価を決定す

る．遅刻や欠席で１/３以上の授業内テスト（全６回；予定）を欠席すると D 評価となる． 

 

注意：定められた回数以上の授業内テストを受けることができないと， 理由に関わらず原則として D 評価となるので十分注意す

ること． 

 

 

健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。 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため） 
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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） 
神谷 瑞恵(KAMITANI MIZUE) 

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） 

①介護の現場や対象について具体的にイメージできる。 

②介護の現状や今後について自分の意見が述べられる。 

 

1) Specific examples are considered of the location and subject of care. 

2) Opinions are given about the present condition and the future of care. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①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。 

②介護活動の現場について DVD などで紹介し、具体的なイメージ化につなげる。 

 

1) The course format is mainly based on lectures about basic care knowledge and a summary of techniques. 

2) Care activity locations are introduced using materials, such as DVDs. These are then linked with specific examples. 

3) Through group work, students gain an opportunity to think about nursing care, and to summarize their opinions on nursing 

care. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・イントロダクション（介護とは） 

2. 介護の概念（歴史）・理念の理解 

3. 介護対象者の理解 

4. 介護活動の場の理解 

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. 認知症とは 

8. 認知症のケア 

9. 終末期とは 

10. 終末期のケア 

11. 介護過程の展開技法について 

12. まとめ 

13. なし 

14. なし 

 

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

介護分野で興味がある書籍（認知症・終末期・介護問題など）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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(20%)/課題(10%) 

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。【変更前】筆記試験 50％、平常点

50%（授業・グループワーク参加態度:30%、コメントカード【出席票】:20%） 

【変更前】レポート試験(Report Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー（課題）30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に教示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要な資料は、授業時に適宜配布する 
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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） 
スポーツを科学的視点で捉える 

担当者名 

（Instructor） 
後関 慎司（GOSEKI SHINJI) 

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、これまでのスポーツに関する知識・情報のブラッシュアップに貢献する。 

 

This course deals with the several fields of researches of sports science to brush up the knowledges and informations of sports. 

 

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。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 を利用して総合的に講義する。 

 

The scientific degree of contribution to sports is assessed by the result whether the performance is developed or not.  In this 

course, there are lectures which deals with examples of contribution to sports science by using videos and PC. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、科学によるサポートとは 

2. 発育・発達（発育が運動能力に及ぼす影響） 

3. 身体組成とパフォーマンス 

4. 筋力とパフォーマンス① 

5. 筋力とパフォーマンス②（測定） 

6. 運動とエネルギー① 

7. 運動とエネルギー② 

8. コンディショニングとトレーニング① 

9. コンディショニングとトレーニング② 

10. ウォーミングアップとクールダウン 

11. 暑熱障害とパフォーマンス 

12. 動体視力① 

13. 動体視力②（測定） 

14. まとめ 

 

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、各授業内に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内レポート（10％×5 回）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントカード兼出席表 20%,最終レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカーを招聘し、実際の測定などを体験することを予定している。 

 

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。 

 

Develop a methodological basis for teaching sports and exercise through understanding the mechanism of physical movement 

from basic sciences, such as anatomy, exercise physiology and kinematics. 

 

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。 

 

This course will give an introduction to the basics of movement, including the structure and function of the human body, the 

historical background leading to the construction of mechanical regulations and theory. Further, including instruction methods, 

lectures will be given on rational sport movement assuming the concept of movement as the basis of sports movement and 

specific sporting events. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内レポート(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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。 

 

The course aims to deepen students’ understanding of soccer skills and tactics on the assumption they will give coaching and 

instruction in future, and to improve students’ teaching skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と指導講習，学生による指導実践を組み合わせながら展開する。映像を使用した講義を中心として，実現可能な範囲で実技

を行う。 

 

The course features a combination of lectures, instructional classes and teaching practice for students. Classes are mainly held 

indoors focusing practical skills. There will be indoor practice as possible as you can. 

 

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. 導入（サッカーとはどんなスポーツか） 

3. 指導講習（パス and コントロール） 

4. 指導実践（パス and コントロール） 

5. 指導講習（ボールを失わない） 

6. 指導実践（ボールを失わない） 

7. 指導講習（ゴールキーピング） 

8. 指導実践（突破） 

9. 指導実践（ボールを奪う） 

10. 指導実践（シュート） 

11. 講義（コーチング法） 

12. 講義（技術・戦術・体力理論） 

13. 講義（ルールと審判法） 

14. まとめ 

※履修人数によって，指導実践と講義を行う回数が変更となる場合がある。 

 

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） 

出席状況(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/指導実践(20%)/授業へ取り組む姿勢(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Jens Bangsbo & Jesper L. Andersen、2018、『パフォーマンス向上に役立つ サッカー選手のパワートレーニング』、大修館書店 

(ISBN:4469268445) 

2. Jens Bangsbo、2015、『パフォーマンス向上に役立つサッカー選手の体力測定と評価』、大修館書店 (ISBN:4469267694) 

3. 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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

自宅および周辺で実技を行う際には，各自，周辺の安全を確かめて実践すること。体調が優れない場合は速やかに申し出て，無

理をしないこと。 

 

注意事項（Notice） 
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1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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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。 

 

The objective is to understand the rules and etiquette of tennis, to be able to play a rally with over 20 strokes, to understand 

how to manage tennis classes during junior high school and high school health and PE lessons, and to be able to coach 

beginners. 

 

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。 

 

Tennis is a model sport that can be played by men and women of all ages. In this class, students deepen their communication 

with teammates while learning the fundamental techniques and understanding the rules, history and competitive characteristics 

of tennis. Learn the grounding knowledge to be able to practice tennis throughout your life. 

 

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） 

リアクションペーパー（小レポート）(60%)/最終レポート(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。 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (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%) 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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■ID155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ID155／解剖学 

(Anatomy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人体の構造（運動器系） 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 成仁(YOSHIDA NARUTO) 

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） 

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やそれを予防するためのトレーニングを理解する上で必要な知識を

得ることを目標とする． 

 

Learn about the anatomy of the musculoskeletal system, and gain the necessary knowledge of sports injuries and the training 

required to prevent these. 

 

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．この組織学と解剖学に関して，スポーツ外傷障害やそれを予防するためのトレーニングの視点から理解できるよ

うに授業を行う． 

 

Learn about the structure and function of bones and muscle through histology, and study microanatomy to learn about 

movement and connection in relation to bone and muscle. Classes will be given on histology and anatomy so that students can 

gain an understanding from the perspective of sports injuries and training to prevent their occurrence. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論 人体の構成 細胞と組織について 

2. 骨と筋肉 

3. 関節の構造 

4. 脊柱・胸郭の構造 

5. 上肢帯の骨格と構造 

6. 自由上肢の骨格と構造 

7. 下肢帯の骨格と構造 

8. 自由下肢（膝関節）の骨格と構造 

9. 自由下肢（足部、足関節）の骨格と構造  

10. 上肢の筋肉と局所解剖 

11. 下肢の筋肉と局所解剖 

12. 体幹の筋肉と局所解剖 

13. 頭頚部の筋肉と局所解剖 

14. まとめ 

 

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

予習・復習に関する詳細は授業内で説明する． 

 

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(20%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内小テスト 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野村嶬ほか、2014、『解剖学ワークブック』、医歯薬出版 (ISBN:978-4263240632) 

特に指定しない．必要に応じて授業内で紹介する． 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない 

 

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。また、授業内ではグループディスカッションを含め、アクテ
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ィブラーニングを取り入れて行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
北村 麻衣(KITAMURA MAI) 

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。 

 

Learn about the characteristics of basketball, master basic techniques through practicing, and learn specialist practice 

techniques and tactics, as well as game management and teaching methods. 

 

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。 

 

This class involves a large number of drills and mini-games to acquire basic personal skills and aims to help students improve 

their skills through understanding group techniques and tactics further. Specialized knowledge and practice techniques for 

competitive events will be given and students will learn about rules and refereeing. This will be summarized in practice lessons. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、試しのスキルテスト 

2. 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. 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. 2on2, 3on3 のグループ戦術(パス＆カット,スクリーン) 

5. トランジションにおけるチーム(オフェンス・ディフェンス)戦術 

6. 総合練習, ゲーム運営・審判法，救急処置とテーピング 

7. コーチング実践①とその振り返り 

8. コーチング実践②とその振り返り 

9. コーチング実践③とその振り返り 

10. コーチング実践④とその振り返り 

11. コーチング実践⑤とその振り返り 

12. コーチング実践⑥とその振り返り 

13. スキルテスト 

14. まとめ、レポート提出 

 

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。 

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)） 
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注意事項（Notice） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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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。 

 

Students will learn about the etiquette of kendo and the basic moves. 

 

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。 

 

Students will learn about the etiquette of kendo, and will study “Kendo kata” and “Basic skills and practice with a wooden 

sword.” 

 

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） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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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） 
秋学期(Fall 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・水中運動」は生涯スポーツとしても親しまれる。水中という特殊な環境下で身体が力学的・生理学的に受ける影響を理解

し、運動技能の改善や運動プログラムの構築を目指し、安全に実践及び指導ができることを目標とする。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授業理解度、運動技能習熟度、論理的なプログラム構成力を評価しま

す。 

 

"Swimming and water exercises" are also known as lifetime sports. The course aims to help students understand the 

mechanical and physiological effects of placing the body in the unique environment of water, and aims to help them improve 

motor skills and build exercise programs as well as to exercise safely and give instruction. Students will be assessed based on 

their approach of considering problems that arise in swimming, thinking about solving these for oneself, class comprehension, 

proficiency in motor skills and logical program composition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

水中環境下での運動を取り上げ、陸上環境との違い、水の特性、水中環境課での生理学的応答などを理解する。水中ウォーキ

ングやストレッチ、近代 4 泳法、水中での様々な運動を取り上げて段階的に進める。初回授業で実施する水泳用健康診断後にア

ンケート及び泳力診断を実施し、一部の運動内容は泳力レベルに応じて調整・実施する。運動技能（泳技能）習熟度の評価にお

いては全授業への出席で十分に達成できる基準とする。 

 

Focusing on exercising in water, students will learn about the body’s physiological responses to exercising in an aquatic 

environment, and the differences between exercising on land and in water and the characteristics of water. Through taking up 

water exercises on a phased basis, students will learn about various water exercises including walking and stretching in water 

and four modern swimming strokes. In the first class, students will undertake a health checkup for swimming and will fill out a 

survey and be assessed on their swimming ability. Certain adjustments will be made in the exercises according to students’ 

swimming ability. Evaluation of motor skills (swimming proficiency) is a standard that can be satisfactorily achieved by attending 

all classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・水泳用健康診断 

（授業評価手法の詳細や授業の全体の流れを含む） 

2. 水中環境と陸上環境の比較 

（生理的応答・呼吸・水中運動／泳力診断とグループ分け） 

3. 水中での基本姿勢・水中での推進力発揮の仕組み 

（けのび・浮き身・立ち方・水平推進） 

4. 近代 4 泳法と折り返し動作の実践①クロール 

5. 近代 4 泳法と折り返し動作の実践②背泳ぎ 

6. 近代 4 泳法と折り返し動作の実践③平泳ぎ 

7. 近代 4 泳法と折り返し動作の実践④バタフライ 

8. 競泳トレーニングプログラムの実際と実践① 

9. 競泳トレーニングプログラムの実際と実践② 

10. 学習理解度チェック 

中・長距離泳の実践 

11. 水中運動プログラムの作成と実践① 

12. 水中運動プログラムの作成と実践② 

13. 実技（運動技能習熟度）テスト 

14. 学習理解度小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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【予習】各回の運動や泳法に関して事前に書籍・映像等で動作を確認しておくこと。 

【復習】講義内容について疑問点を集約・整理しておくこと。 

【その他】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。 

安全管理上特段の理由がない限り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） 

リアクションペーパー及び小課題(50%)/学習理解度(30%)/最終レポート(20%) 

単位習得のためには 2/3 以上の出席が必要となる<BR>【変更前】平常点(In-class Points)100% (授業への取り組み意欲 30%,学

習理解度（授業内小テスト）30%,運動技能習熟度 20%,最終レポート(Final Report)20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本水泳連盟、『水泳コーチ教本』、大修館書店 

2. 財団法人日本水泳連盟、『水泳指導教本』、大修館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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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) 

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） 
春学期(Spring 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。 

 

In order to develop a wide range of ideas regarding sports activities and instruction, the objective of the course is for people 

who find exercise challenging (such as adults and children with disabilities or elderly people) to understand the importance of 

being physically active, such as playing sport, and also how to practice these. 

 

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（加齢・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の作成の

概要を理解するための内容を紹介します。 

 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 20 時過ぎに授業資料とともに確認してくださ

い。 

 

The course introduces content that can deepen students’ understanding of adapted sports (in summary). 

First, the class will cover the basics for understanding a subject's situation (age, disability, etc.), providing examples of active 

physical exercise, and drawing up an instruction program of them. 

Note that class information will be posted in Notice on Blackboard. Students should check this after 8:00PM the evening before 

the class for information as well as the class materials required. 

 

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  ※スポーツ、障がいのある人や高齢者について、履修した人の考えを伺うアンケートを実施し

ます。 

2. 運動プログラム作成の基本的な考え方 

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 

（車いすの機能と構造の理解／ 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 

（車いすの操作・移動特性・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 

(脳血管障害及び装具の理解／アダプテッド体育・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（見え方や点字 他）／ 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 

(アダプテッド体育・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 

(アダプテッド体育・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 注）試験を定期試験期間で実施する場合、１回目に実施するアンケートの結果を、紹介しながら、「対象者へ

の意識に関わる研究報告」として講義を行います。 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習として、授業資料を授業前日 20 時ころまでに、Blackboardの授業資料に Up しますので、各自で目を通しておいてくださ

い。また普段から、高齢者や障がい者に関わる報道を意識して、本分野に関わるもので疑問等がありましたら、授業後等に訪ね

てください。内容によっては、授業に反映させます。 

 受講の皆さんの状況により、授業内で提出する課題を出す場合がありますので、復習等に利用してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業で指示する提出物(50%) 

出席は、文科省の指示により加点対象となりません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

原則、2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可 

 

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”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）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、PC 内のメモアプリや専用ノートの作成を推奨します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 植木章三 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→"アダプテッドスポーツ論"→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） 
予防とコンディショニング・救急処置法 

担当者名 

（Instructor） 
後関 慎司（GOSEKI SHINJI) 

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） 
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 

 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため) 

 

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。 

 

This course helps participants to understand the role and importance of the sports and exercises in modern society and acquire 

the fundamental knowledges and skills which make their lifestyles healthy. 

 

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、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。 

 

This course includes the lectures and skill practices which contain about the fundamental knowledges and skills of keeping and 

enhancing one's health regardless of age or sex and the conditioning ways of the performance and injury prevention which are 

taping, stretching, icing, and first aid. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  トレーナーとは 

2. スポーツ現場におけるトレーナーの役割 

3. コンディショニングとは 

4. ストレッチの実際 

5. ムーブメントプレパレーション 

6. 三角巾の使い方 

7. テーピング（基礎・足関節①） 

8. テーピング（足関節②） 

9. テーピング（足関節③） 

10. テーピング（膝関節①） 

11. テーピング（膝関節②） 

12. テーピング（その他） 

13. 救急処置（RICE処置） 

14. まとめ 

 

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

実技を伴う授業が多いため、動きやすい服装を準備すること。 

準備学習に関しては、必要に応じて授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度(50%)/実技テスト(30%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト編集班、２００７年、『公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト第６巻「予

防とコンディショニング」』、日本スポーツ協会 
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2. 赤十字救急法研究委員会、２０１９年、『救急法講習』、日本赤十字社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実技中心の授業展開となるため、積極的な授業参加と主体性のある行動を求めます。 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため 
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■ID216 

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） 
予防とコンディショニング・救急処置法 

担当者名 

（Instructor） 
後関 慎司（GOSEKI SHINJI) 

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） 
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 

 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため) 

 

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。 

 

This course helps participants to understand the role and importance of the sports and exercises in modern society and acquire 

the fundamental knowledges and skills which make their lifestyles healthy. 

 

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、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。 

 

This course includes the lectures and skill practices which contain about the fundamental knowledges and skills of keeping and 

enhancing one's health regardless of age or sex and the conditioning ways of the performance and injury prevention which are 

taping, stretching, icing, and first aid. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  トレーナーとは 

2. スポーツ現場におけるトレーナーの役割 

3. コンディショニングとは 

4. ストレッチの実際 

5. ムーブメントプレパレーション 

6. 三角巾の使い方 

7. テーピング（基礎・足関節①） 

8. テーピング（足関節②） 

9. テーピング（足関節③） 

10. テーピング（膝関節①） 

11. テーピング（膝関節②） 

12. テーピング（その他） 

13. 救急処置（RICE処置） 

14. まとめ 

 

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

実技を伴う授業が多いため、動きやすい服装を準備すること。 

準備学習に関しては、必要に応じて授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度(50%)/実技テスト(30%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト編集班、２００７年、『公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト第６巻「予

防とコンディショニング」』、日本スポーツ協会 
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2. 赤十字救急法研究委員会、２０１９年、『救急法講習』、日本赤十字社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実技中心の授業展開となるため、積極的な授業参加と主体性のある行動を求めます。 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため) 
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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． 

 

A knowledge of sports medicine is essential for high quality sports instruction. To that end, students learn basic knowledge on 

sports ailments and injuries. 

 

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． 

 

A brief overview is given of the medicines needed to understand sports injuries, disorders and ailments. Along with general 

knowledge of health matters, lectures cover areas such as diagnosis and assessment of severity, emergency treatment, 

treatment policies and methods of prevention in relation to internal ailments and orthopedic sports disorders. In addition, 

various topics related to sports medicine are introduced. 

 

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―熱中症と慢性スポーツ障害など― 

6. 整形外科的傷害・下肢（１）（膝） 

7. 整形外科的傷害・下肢（２）（足関節・足） 

8. 整形外科的傷害・上肢（肩） 

9. 整形外科的傷害・上肢肘・手関節・手） 

10. 整形外科的傷害・脊椎（頸椎・胸椎・腰椎） 

11. 整形外科的傷害・脊椎（股関節・大腿部） 

12. 成長期・女性・高齢者とスポーツ障害，頭部打撲・脳震盪 

13. 薬物とスポーツ・ドーピング 

14. まとめ 

 

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

授業中に提示する課題により予習と復習を行う予定がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

原則として毎授業内に行う習熟度テスト（Blackboard 使用します）(80%)/リアクションペーパー(20%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (毎授業時に課される小レポートの評価 35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし 

 

参考文献（Readings） 

特に指定なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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

業の授業中とする予定である．したがって，毎週授業中に携帯電話などで Blackboard へのアクセスが必要となるが，もし授業中

にアクセス不可の場合には，授業中に申し出ること． 

 

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） 

 

いずれか申込可 人数制限各 80 名 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため) 

 

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． 

 

Students also learn the concept of lifestyle-related diseases. Based on this understanding, they consider ways of preventing 

lifestyle-related diseases. 

 

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． 

 

Students gain an understanding of the concept of metabolic syndrome, and diagnostic methods and treatments are introduced 

for lifestyle diseases relating to topics such as frequency, causes, pathology and symptoms. As a way of preventing these 

diseases, lectures highlight the benefits of improved lifestyle habits and exercise therapy. 

 

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） 

原則として毎回テストを行う．毎授業内で，次の授業までに行うべき復習に関連する課題を示すので，これを学習すること．詳細

は授業内で説明する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

原則として毎授業内に行う習熟度テスト（Blackboard 使用します）(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (毎授業の最初に行う授業内テストの評価 100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし 

 

参考文献（Readings） 

特に指定なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：定められた回数以上の授業内テストが受けることができないと， 理由に関わらず原則として D 評価となるので十分注意す

ること． 

 

2020.6.1 付変更 以下の文を削除 
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成績評価方法・基準 備考： 

この授業内テストの評価をもとに最終評価を決定する．遅刻や欠席で１/３以上の授業内テスト（全６回；予定）を欠席すると D 評

価となる． 

 

その他： 

2 コマ続きの四半期科目授業であり（2 コマ続きで全 6 回予定），毎授業の最初に授業内テストを行う．この授業内テストの評価を

もとに最終評価を決定する． 

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 4 月 11 日付時間割欄変更有】（事由：開講学期変更が生じたため 
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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。 

 

Students will be able to explain the relationship between physical activity and society from an anthropological point of view 

through understanding the theory of how our bodies are constructed. 

 

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。 

 

Physical culture is centered on our bodies and refers to all of the cultural phenomena that arise from our bodies. The lectures 

include commentary from an anthropological point of view, using examples of how such culture has been adopted using everyday 

physical actions and sports as examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 身体文化論の視点 

2. 身体変工する人々-男らしさと女らしさ- 

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・現象学的な身体理解 

14. 身体文化とは何か-最終レポートの作成- 

 

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)(40%)/毎回の小テスト(40%)/授業への参加度(20%) 

授業内でレポートを作成してもらいます。 

 

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。 

 

Understand the social science of sport policy, its historical development, as well as the characteristics and issues of sport 

policy in modern society from the perspective of sport promotion. This subject is positioned as specialized core subject. 

 

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。 

 

This course will provide explanation on the concept of politics and policy using handouts attended by lectures on the policy 

framework for sport. In addition, topics related to sport policy will be introduced from the perspective of "sport and 

globalization" and “post-war Japan sport policy", exploring historical characteristics, features and issues of sport policy in 

contemporary society. 

 

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（授業内小レポート 1） 

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 1） 

7. 体育政策としての日本のスポーツ政策概念の特徴と課題 

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）；（テキスト予習レポート 2） 

「スポーツ振興基本計画」から「スポーツ立国戦略」へ 

12. 総合型地域スポーツクラブの政策的課題；ビデオ学習（授業内小レポート 2） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(10%)/授業内・外レポート(30%) 

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。但し、出席自体は平常点には含まれない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (講義内での小レポートおよび予習レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

・こちらで用意したテキスト資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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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) 

2. 土佐昌樹編、2015 年、『東アジアのスポーツ・ナショナリズム』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07478-5) 

 

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。 

 

Students will obtain an overview of Japan’s health promotion policy, centered on physical activity and exercise, and acquire the 

basic ability to analyze and evaluate the policy process that supports the well-being of a healthy and wealthy people. 

 

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｡ 

 

Explaining the background and trends from real-life health issues, based on handouts. In addition, we will listen to voices from 

those within the health promotion in the field, deepen our understanding through related presentations and surveys on health 

promotion policies. 

 

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 

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. ソーシャルキャピタル～健康づくりは街づくり 

7. たばこをめぐる攻防 

8. 健康日本 21（第二次） 調査研究プレゼンテーション 

9. 健康日本 21（第二次） 調査研究プレゼンテーション 

10. 身体活動の効果とアクティブガイド 

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と貯筋プロジェクト 

13. スポーツ庁が行う健康政策 

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%)/調査研究プレゼンテーション(20%)/毎授業時のテーマに関する理解度チェック(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） 
スポーツを指導するための心構えと基礎知識 

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。 

 

Consider what coaching players and athletes means and involves. Also, gain a thorough knowledge of how to best adjust 

athletes’ condition and how to implement this, and understand the effects of training to help them maximize their performance 

and best utilize this for competition. 

 

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。 

 

Players' and athletes’ coaches need to implement appropriate training according to the physical strength and skills of the 

athletes and their practice environment. It is also the role of coaching to educate athletes in goal setting and mental resilience. 

To this end, the lectures introduce a range of theories and practical methods, including approach to coaching, training theories 

and methods of conditioning. 

 

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. スポーツ指導者の役割１ よい指導者とは？ グループワーク 

3. スポーツ指導者の役割２ 日本体育協会公認コーチハンドブックより 

4. スポーツ現場の体罰について 

5. ドーピングの現状について 

6. 体力テストの実際とその活用方法 

7. 発育発達とトレーニング 

8. トレーニングの原理・原則 

9. スポーツ選手のメンタルトレーニング 

10. スポーツ選手の熱中症予防と水分補給 

11. 疲労回復と休養 

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(40%)/授業中に課す小レポート(30%)/最終授業のテスト(30%) 

 

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)） 
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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。 

 

The course covers a sociological review of sports and related issues, and a consideration of theoretical and practical issues 

concerning sports and modern society and potential solutions. 

 

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。 

 

Sports is both a culture and a social phenomenon. The popularization and development of sport has both positive and negative 

connotations. In this class, sports are regarded as a social phenomena. Students consider the process of formation, 

development and change in sport, investigate the distortions and conflicts which arise from its advance and popularization, and 

explore potential solutions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツの社会学的理解 

2. スポーツの人気と記号消費 

3. 消費社会とオルターナティブスポーツの可能性－障害者プロレスをめぐって 

4. 近代日本スポーツの成立とエリートスポーツ 

5. 近代スポーツの成立とスポーツリベラリズム 

6. 現代スポーツシステムの特徴と危機（１）  

7. 現代スポーツシステムの特徴と危機（２）－アスリートを育てる＜場＞の構造の変容 

8. 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 

9. 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 

10. 現代スポーツと社会的逸脱(１)－ドーピングの問題性とスポーツの本質 

11. 現代スポーツと社会的逸脱(２)－バーンアウト問題 

12. 身体と体力の社会学(1)－歴史的身体と体力 

13. 身体と体力の社会学(2)－溶けるからだ 

14. 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 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/課題(20%) 

なお，1／3 以上欠席したものについてはＤ評価とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントカード兼出席票 20%) 

 

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) 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス向上と健康増進のためのコンディショニングとトレーニング 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 成仁（YOSHIDA NARUTO) 

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コンディショニング（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。  

 

Develop the necessary theory and practical skills required to create a scientifically-based conditioning (muscle training) plan.  

 

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、コンディショニングやトレーニングの重要性が注目されている。本講義では、安全で効

果的なコンディショニングやトレーニングを計画するための理論を学習する。  

 

The importance of conditioning and training in competitive sports and the maintenance of health is attracting attention. In this 

lecture, the theory for planning safe and effective conditioning and training will be suggested and discussed. 

 

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. コンディショニングの要素と評価 

3. トレーニング計画とコンディショニング（トレーニングの基礎） 

4. トレーニング計画とコンディショニング（トレーニングの原則） 

5. トレーニング計画とコンディショニング（ピリオダイゼーション） 

6. 代謝系トレーニング（有酸素、無酸素）スプリントトレーニング 

7. 代謝系トレーニング（有酸素、無酸素）エンデュランストレーニング 

8. 筋力トレーニング（上半身） 

9. 筋力トレーニング（下半身） 

10. コーディネーショントレーニング 

11. スタビリティトレーニング 

12. アジリティトレーニング 

13. トレーニング計画とコンディショニング（プログラムの立案・設計）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） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (最終レポート(Final Report)20%,コメントカード 20%) 

 

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. 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト編集班、2007年、『アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第 6 巻予防とコ

ンディショニング』、日本スポーツ協会 

必要に応じて授業内で紹介する。 

 

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で、映像資料なども適宜活用する。また、授業内ではグループディスカッションを含め、アクテ

ィブラーニングを取り入れて行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■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。 

 

Review nutrition and learn the basics of sports nutrition in terms of exercise physiology and training science, while learning 

about practicing nutrition guidance for exercise practitioners. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常の食事を，運動と関連づけて見直し，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。 

 

Review daily meals in relation to exercise, learning that choosing appropriate food requires an understanding of nutrient levels. 

Students are taught how to devise and make proposals about nutrient intake according to changes in their level of physical 

activity and the metabolism when exercising, based on looking into and discussing useful aspects of nutrition guidance cases for 

athletes. 

 

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. 脂肪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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の課題(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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) 
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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） 
遠藤 伸太郎(ENDO SHINTARO) 

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。 

 

The acquisition of psychological knowledge and skills is an important way for athletes to improve their performance. Sports and 

physical exercise can have various benefits such as improvements in psychological state and levels of fitness and wellness, 

even for those who are not engaged in competitive activity. The aim of this course is for students to acquire a basic knowledge 

of psychological skills and to be able to apply these to improving their competitive capabilities and their levels of well-being in 

daily life. 

 

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各要素のレベル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。一方で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、前半では日常生活における心理スキルや心理特性とウエルネス、後半ではそれらとスポー

ツ活動や生きがいなどとの関係について学ぶ。 

 

For athletes, improving the balance between the respective elements of the mind, the body and technique is essential for 

improving competitive ability. It is not uncommon, especially in top-class athletes, for psychological knowledge and strategy to 

be the difference between winning and losing. For non-competitors, it is clear that sports and physical activity also has an 

important role to play not only in physical aspects such as the improvement of physical strength and prevention of lifestyle-

related diseases, but also, more recently in the cognitive function and psychosocial aspects. In the first half of this course, 

students will learn about mental skills, psychology and wellbeing in their daily lives; in the second half they will learn how these 

relate to sports activities and the meaning of life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（ウエルネスとは何か） 

2. ストレスの個人差と認知的評価 

3. スポーツと敏感さ（HSP） 

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%)/リアクションペーパー等の提出物(40%)/講義中に提出する課題等(10%) 
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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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「メンタルマネジメント」や「ストレスマネジメント」等の講義と重複する部分があるので留意されたい。 

また、最低限の出席回数を満たしていても、最終レポートやリアクションペーパー等の内容が基準を満たさない場合には単位を

取得できない場合があるので、十分に注意したい。 

学生の興味・関心、世相を踏まえ、内容を調整する可能性がある。 

 

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。 

 

Students will gain experience in measurement and evaluation skills aimed at aiding improvement in people's health and athletes’ 

ability to compete. 

 

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。 

 

Students will learn the purpose and significance of assessing physical fitness. They will acquire practical skills for measuring 

physical strength from training in various measurements. Furthermore, students will acquire techniques enabling them to 

summarize results from simple numerical sequences into information that can be used for exercise and sports instruction, 

through training in analysis of measurement data using a PC. 

 

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） 

抽選登録／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） 
奇二 正彦（KIJI MASAHIKO)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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。 

 

The objective is to help them to be able to ski down any type of slope depending on their ability. In addition, students will also 

learn about ski instruction. 

 

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。 

 

Skiing is a popular sport that anyone can enjoy. It is the perfect sport to learn as a lifetime sport. In addition to instruction on 

ski technology at the ski area, students will have their skiing performance analyzed on video to help them improve their 

technique. Furthermore, students will learn the techniques of ski instruction on the assumption that they will become ski 

instructors in future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション / クラス分けテスト 

2. 講義１：スキー運動の力学的理解 

3. 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 

4. スキー実践：プルークボーゲン 

5. スキー実践：基礎パラレルターン 

6. ビデオによる各自のフォーム分析 

7. 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 

8. スキー実践：スキッティングターン、小回りターン 

9. スキー実践：カービングターン、大回りターン 

10. 講義２：ワールドカップレーサーの持つ心理的特性 

11. 講義と議論：スキーと安全 

12. スキー実践：コブ斜面や深雪エリアでの滑走 

13. スキー実践：スキーツアーの計画と実践 

14. 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)） 

【2020 年 7 月 30 日付変更】 

2020 年度はオンライン形式での実施となりました。日程は以下の通りです。 
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日程：2020 年 1 月 5 日（火）、6日（水）、7 日（木） 

 

注意事項（Notice） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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■ID276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／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） 
奇二 正彦（KIJI MASAHIKO)ほか 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 
秋学期集中 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。 

 

Experience various outdoor activities in rich natural surroundings and at the same consider environmental issues. 

 

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。 

 

Okutadami still remains one of Japan's leading unexplored natural environments. Here, students can experience the rich natural 

environment through canoeing, trekking, and observing the forests, rivers and stars. Based on that, they will discuss and learn 

about prospects for the natural environment of Japan in future. 

 

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 

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)） 

【2020 年 7 月 30 日付変更】 

2020 年度はオンライン形式での実施となりました。日程は以下の通りです。 

日程：2020 年 12 月 19 日（土）、20 日（日）、27 日（日） 
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【その他】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） 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

  受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx 
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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） 
秋学期(Fall 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） 

スポーツウエルネス学科専用 

他学科・他学部用科目コード IC265 

他学部・福祉学科は抽選登録にて申し込むこと 

 

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。 

 

Understand the relationship between society, economics, politics and culture, while investigating the meaning of "leisure" and 

“spare time”. 

 

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。 

 

The concepts of “leisure” and “spare time” are becoming familiar in our daily lives. In this class, we will reexamine the meaning 

of “leisure” and “spare time” that we unconsciously enjoy on a regular basis, and while incorporating the latest topics, 

considering in relation to social, economic, political and cultural aspects of Japan and internationally. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業内レポート 50%) 

 

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)） 
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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 increase students’ understanding of the basics of mindfulness as it relates to sports 

performance enhancement 

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 basics concepts and theories of mindfulness in  

        sports performance enhancement. 

2. Students will learn about mindfulness in sports performance enhancement. 

3. Students will be able to identify important social issues and possible future trends in  

        mindfulness in sports performance enhancement. 

 

授業の内容（Course Contents） 

All athletes and coaches know that peak performance requires more than just physical exertion. There is a psychological 

component as well, which can be expressed in attributes such as awareness, focus, emotion regulation, and motivation. For 

many years, systematic mental training was ignored in athletics. Thankfully, this is starting to change. This comprehensive 

resource on the history, theory, and practice of mindfulness in sport offers a fresh, exciting approach to performance 

enhancement for athletes and coaches at all levels, from amateur to professional. Rooted in the traditions of mindfulness-based 

stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy, Kaufman, Glass, and Pineau present mindful sport performance 

enhancement (MSPE), an empirically supported, six-session program that can be adapted for athletes or even performers in 

other high-pressure domains. Each MSPE session includes educational, experiential, and discussion components, as well as 

recommendations for home practice. There is special emphasis on incorporating mindfulness into workouts, practices, and 

competitions, as well as everyday life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Overcoming the Mental Training Paradox 

2. The Long Past but Short History of Mindfulness in Sport 

3. Going With the Flow: Mindfulness and Peak Performance 

4. MSPE Session 1 

5. MSPE Session 2 

6. MSPE Session 3 

7. MSPE Session 4 

8. MSPE Session 5 

9. MSPE Session 6 

10. Pathways From MSPE to Peak Performance, Empirical Support for MSPE 

11. Tips for Participants: Getting the Most Out of MSPE, Tips for Leaders: Enhancing the Effectiveness of MSPE 

12. Performance Applications Beyond Sport 

13. Case Study 1: John the Outfielder, Case Study 2: Angie the Basketball Coach 

14. Final Test 

 

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

By exploring the text, attending guest lectures, and participating in experiential learning, students will be able to articulate the 

basic concepts and principles of mindfulness in sports performance enhancement. Additionally, students will learn about the role 

of the sports coaches, athletes, and how to recognize the fundamental theories of mindfulness in sports performance 

enhancement.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/エッセイ課題（Essay)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important.  Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential.<BR><BR>2020.6.1 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％（最終テスト(Final Test)(30%) 、最終レポート(Final 

Report)(30%) 、Presentation(30%) 、Attendance and Participation(10%)） 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Moran, A. & Toner, J.. 2017. A Critical Introduction to Sport Psychology,. Routledge 3rd edition (ISBN:978-1138999961) 

TBA 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 increase students’ understanding of the basic concepts and theories of sport 

psychology 

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） 

1. Students will be able to identify the basic concepts and theories of sport psychology.  

2. Students will learn about potential careers in the sport psychology industry. 

3. Students will be able to identify important social issues and possible future trends in  

        sport psychology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Sport psychology is flourishing, both as an academic discipline and as a profession. For example, since 2007, at least five new 

scholarly journals have been published, and many new graduate training courses developed, in this field. To keep you up to date 

on such exciting developments, we have made a lot of changes to the third edition of A Critical Introduction to Sport 

Psychology. 

 

1. This course will serve as an introduction to the basic concepts and theories of sport  

        psychology.  

2. Students will attend site visits, which will provide them with the opportunity to see  

        theory in practice. 

3. Finally, sport psychology will be examined through the lenses of recreational, amateur,  

        and professional sports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introducing sport psychology: discipline and profession 

2. Mindfulness to Sports Performance 1 

3. Mindfulness to Sports Performance 2 

4. Motivation and goal-setting in sport 

5. “Psyching up” and calming down: anxiety in sport 

6. Emotions and coping 

7. Staying focused in sport: concentration in sport performers 

8. Using imagination in sport: mental imagery, motor imagery and mental practice in athletes 

9. What lies beneath the surface? Investigating expertise in sport 

10. Exploring team cohesion in sport: a critical perspective 

11. New horizons: embodied cognition and cultural sport psychology 1 

12. New horizons: embodied cognition and cultural sport psychology 2 

13. Summary and Conclusion 

14. Final Test 

 

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

1. By exploring the text, attending guest lectures, and participating in experiential learning,  

        students will be able to articulate the basic tenets and principles of sport psychology.  

        Additionally, students will learn about the role of the sports manager, how to identify  

        various leadership styles, and how to recognize the fundamental theories of sports  

        management. 

2. Students will demonstrate an understanding of how economics can be applied to better  

        understand the basics of sport psychology.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Presentation(30%)/Attendance and Participation(10%) 

Your input and active involvement in class is important.  Participation in course activities, and especially class discussions, is 

essential. 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Moran, A., & Toner, J. (2017). 2017. A Critical Introduction to Sport Psychology (English Edition). Routledge 3rd Edition. 

(ISBN:978-1138999978) 

TBA 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） 
2020 東京オリパラが変える社会・スポーツ・コミュニティ 

担当者名 

（Instructor） 
水上 博司(MIZUKAMI HIROSHI) 

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） 
CMD3790 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2020 東京オリンピック・パラリンピック後の日本の社会・スポーツ・コミュニティはどのように変わるのか。 

 

Students will consider the community and sports from the perspective of the theory of citizens’ sports clubs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 東京オリンピック・パラリンピック後の日本社会、日本のスポーツ環境、日本のコミュニティにもたらされるレガシー（遺産）を

概説し、その正の側面と負の側面を見極めながらポスト 2020 東京の日本社会とコミュニティスポーツのあり方を講義する。 

 

The lectures explain the characteristics of enjoyment of youth sports in Japan and the issues that arise from this. Through 

outlining the development of community sports up until today and their prospects from here, the lectures consider the near-

term outlook for the citizen sports society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ポスト東京 2020 大会の社会・スポーツ・コミュニティをどのように学ぶのか（ガイダンス） 

2. オリンピック・レガシー研究の隘路と可能性：ポスト・オリンピック研究に向けて 

3. メディアとオリンピック・パラリンピック 

4. 日本のスポーツ組織：ポスト 2020 の運動部活動をどう構想するか 

5. スポーツによる国際貢献への熱狂 

6. 日本におけるスポーツ参加の課題 

7. 近年の女性スポーツ政策におねる女性アスリートの身体：女性特有の課題としての生殖機能の管理 

8. 障害者スポーツ／もたらされる変化 

9. オリンピックとボランティア政策 

10. 地域スポーツの行方：地域のスポーツプロモーションはどのような人々が担うのか 

11. 東京 2020 オリパラ大会で東京はどう変わるか：東京五輪の開催と都市 TOKYOの変容 

12. 学校体育のこれからと地域 

13. 被災地からみた「復興五輪」：地方紙の記事分析から 

14. 日本のスポーツはどのように変わるのか 

 

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。東京 2020 オリパラやそれに伴うさまざ

まな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） 

毎講義時のミニレポートまたはコメントカードの内容(80%)/最終レポート(Final Report)(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） 

1. 日本スポーツ社会学会編、2020、『東京 2020 オリンピック・パラリンピックを社会学する：日本のスポーツ文化は変わるのか』、

創文企画 

 

参考文献（Readings） 

1. 水上博司・谷口勇一ほか編、2020、『スポーツクラブの社会学：地域と市民がスポーツを楽しむために』、青弓社 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻の扱い。授業開始後、ミニレポート用紙またはコメントカードを受理できる時間までに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。 
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授業配信日 

1 回目 9 月 25 日金曜 午前 6時 

2 回目 10 月 2 日金曜 午前 6時 

3 回目 10 月 9 日金曜 午前 6時 

4 回目 10 月 16 日金曜 午前 6 時 

5 回目 10 月 23 日金曜 午前 6 時 

6 回目 10 月 30 日金曜 午前 6 時 

7 回目 11 月 6 日金曜 午前 6時 

8 回目 11 月 20 日金曜 午前 6 時 

9 回目 11 月 27 日金曜 午前 6 時 

10 回目 12 月 4 日金曜 午前 6 時 

11 回目 12 月 18 日金曜 午前 6 時 

12 回目 1 月 8 日金曜 午前 6時 

13 回目 1 月 15 日金曜 午前 6 時 

14 回目 1 月 22 日金曜 午前 6 時 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネスプロモーションとジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO 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） 
CMD3120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

スポーツウエルネス学科専用科目コード 

他学部・他学科生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウエルネスプロモーションの在り様につき、年齢別にその様相を把握する。それと同時に、さらなるプロモーションを図るために、

何ができるのか、ジェンダーの視点から考察する。 

 

Aspects of wellness promotion are considered according to age. At the same time, the course examines what can be done to 

encourage further promotion from a gender perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウエルネスの向上について考察する際、現在では、ジェンダーの視点からのアプローチは欠かせない。「女性」にとって「男性」に

とって、また、「それ以外の性別に属する者」にとって、健康づくりに必要な運動・スポーツ実践をより身近なものとするために、指

導者は何に重点を置くべきか、本授業を通して確認したい。授業内で数回のディスカッションを実施する。 

 

At present, approaching the topic from the viewpoint of gender is indispensable for considering the improvement of well-being. 

This class aims to assess what instructors should focus on for Men and Women and those who do not identify with a gender to 

make them more comfortable with the idea of exercising and playing sports, a necessity for improving our health. A range of 

discussions are held in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 健康の概念と制度 

2. 乳幼児期の遊びとジェンダーⅠ 

3. 乳幼児期の遊びとジェンダーⅡ 

4. 学童期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅠ 

5. 学童期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅡ 

6. 青年・壮年期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅠ 

7. 青年・壮年期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅡ 

8. 高齢期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅠ 

9. 高齢期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅡ 

10. 生活習慣病（ＮＣＤ）概論と特定健診・保健指導 

11. 介護予防概論 

12. メディアにみるウエルネスプロモーションⅠ 

13. メディアにみるウエルネスプロモーションⅡ 

14. まとめ 

 

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

日々の生活の中で目にする様々な年齢層の運動・スポーツ実践者、そして非実践者について観察する。講義の内容をさらに深く

理解するために、この実践は欠かせない。指導者の立場に立ち、運動・スポーツ非実践者にとって、どこに問題があるのか、何が

原因なのか、常に考察することが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業参加度(60%) 

【2020 年】4 月 24 日付成績評価基準変更有（変更理由：教員からの申し出のため） 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業中に資料を配布する。 

 

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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■ID306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ウエルネスプロモーション論 

(Wellness Promotion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネスプロモーションとジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO 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） 
CMD3120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部・他学科生用（人数制限 10 名） 

スポーツウエルネス学科生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウエルネスプロモーションの在り様につき、年齢別にその様相を把握する。それと同時に、さらなるプロモーションを図るために、

何ができるのか、ジェンダーの視点から考察する。 

 

Aspects of wellness promotion are considered according to age. At the same time, the course examines what can be done to 

encourage further promotion from a gender perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウエルネスの向上について考察する際、現在では、ジェンダーの視点からのアプローチは欠かせない。「女性」にとって「男性」に

とって、また、「それ以外の性別に属する者」にとって、健康づくりに必要な運動・スポーツ実践をより身近なものとするために、指

導者は何に重点を置くべきか、本授業を通して確認したい。授業内で数回のディスカッションを実施する。 

 

At present, approaching the topic from the viewpoint of gender is indispensable for considering the improvement of well-being. 

This class aims to assess what instructors should focus on for Men and Women and those who do not identify with a gender to 

make them more comfortable with the idea of exercising and playing sports, a necessity for improving our health. A range of 

discussions are held in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 健康の概念と制度 

2. 乳幼児期の遊びとジェンダーⅠ 

3. 乳幼児期の遊びとジェンダーⅡ 

4. 学童期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅠ 

5. 学童期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅡ 

6. 青年・壮年期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅠ 

7. 青年・壮年期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅡ 

8. 高齢期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅠ 

9. 高齢期の運動・スポーツ活動とジェンダーⅡ 

10. 生活習慣病（ＮＣＤ）概論と特定健診・保健指導 

11. 介護予防概論 

12. メディアにみるウエルネスプロモーションⅠ 

13. メディアにみるウエルネスプロモーションⅡ 

14. まとめ 

 

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

日々の生活の中で目にする様々な年齢層の運動・スポーツ実践者、そして非実践者について観察する。講義の内容をさらに深く

理解するために、この実践は欠かせない。指導者の立場に立ち、運動・スポーツ非実践者にとって、どこに問題があるのか、何が

原因なのか、常に考察することが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業参加度(60%) 

【2020 年】4 月 24 日付成績評価基準変更有（変更理由：教員からの申し出のため） 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業中に資料を配布する。 

 

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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■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） 
日常における楽しさの発見とその活用について 

担当者名 

（Instructor） 
清水 一巳(SHIMIZU KAZUMI) 

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） 

レクリエーションについての基本的な考え方、社会的位置づけについて理解を深める。そのことで、Q.O.Lの向上を図ることがで

きるようになる。自分自身の生活や将来の職業に関連して、対人支援技術の質の向上に結び付けることができる。 

 

This course introduces the basic understanding and social position of recreation. 

It also improves Q.O.L. in our own life and development of the quality of skill for interpersonal support at work in future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「レクリエーション」という考えが生活の中に位置づくことで、Q.O.Lの向上を図ることができる。本授業においては、身近な生活に

おける「楽しさ」から、社会的課題に関わるときの「楽しさ」までの連続的な視点としての「レクリエーション」についての理解を深め

ていく。そのうえで、現代における社会的課題や自身を取り巻く社会環境、人間関係の中でのレクリエーション支援の在り方、支

援技術についての学びを進める。 

 

Q.O.L can be improved by placing the idea of "recreation" in our lives.The aim of this course is to help students acquire an 

understanding of the principles of “Recreation” between enjoyment of dairy life and social challenges.Classes involve about 

contemporary social issues, the social environment surrounding them, how to support recreation in relationships, and support 

skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：レクリエーションという考え方について 

2. レクリエーション支援とは：ヒト、コト、モノの関わりへの視点 

3. レクリエーションの理解とレクリエーション運動の歴史的変遷 

4. 楽しさと元気のつながり：心の元気づくり 

5. ライフステージにおける元気 

6. レクリエーション支援におけるコミュニケーション 

7. 支援という関わり：信頼関係の醸成 

8. 支援という関わり：集団の生成と自立 

9. 集団の成長と支援者の関わり 

10. 多文化共生社会におけるレクリエーション 

11. レクリエーション支援におけるイベント企画法①：イベントの理解と位置づけ 

12. レクリエーション支援におけるイベント企画法②：プランニングの実践 

13. レクリエーション支援におけるイベント企画法③：プレゼンテーションと評価 

14. これからの社会におけるレクリエーション：まとめ 

 

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

授業時の配布資料を参考にふりかえりをおこない、演習課題などがある場合は関連資料を集め、課題に取り組むこと。その場

合、各自の生活経験や生活環境に置き換えながら学習課題をイメージすること。レクリエーションは日常生活を豊かにするという

ことを念頭に置き、人と人との関係の中での生活の豊かさを高める知識、技能であるということへの理解を深めることを期待して

いる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー（記述内容）(20%)/演習成果の提出物(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー20%,演習の成果物 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本レクリエーション協会（編）、2017、『楽しさを通した心の元気づくり』、日本レクリエーション協会 (ISBN:978-4-931180-95-

6) 

2. 日本レクリエーション協会（編）、2007、『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) 
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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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■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） 
大原 さやか(OHARA SAYAKA) 

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つ

けることを目指す。 

 

Students learn the knowledge and techniques necessary to maintain and improve mental health, and apply these so they can 

acqire actual problem-solving ability.  

 

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保健、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。 

 

These issues are considered in a group forum by all the students, using cases and audiovisual materials incorporating definitions 

and goals of mental health in terms of the life cycle, and a basic knowledge of mental disorders and developmental disorders. 

 

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. 胎児期および乳幼児期における精神保健 

5. 学童期における精神保健 

6. 学童期における精神保健② 

7. ある発達障害者の生活を DVD鑑賞で学ぶ 

8. 思春期における精神保健 

9. 青年期における精神保健 

10. 成人期における精神保健 

11. 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組み 

13. 入院している精神障害者の処遇を理解する 

14. 地域生活を送る精神障害者について理解する 

 

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

という視点を踏まえて、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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席(12%)/リアクションペーパー(24%)/授業内レポート⓵(7%)/授業内レポート②(7%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席 14%,リアクションペーパー14%,レポート 12%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義⑬ DVD「精神病院のない社会」の資料として、パンフレットを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. バーバラ M.ニューマン他、1988、『新版 生涯発達心理学』、川島書店 

2. 呉 秀三・樫田 五郎、2012、『現代語訳 精神病者私宅監置の実況』、医学書院 

3. 浦河べてるの家、2002、『べてるの家の「非」援助論 そのままでいいと思えるための 25 章』、医学書院 

授業中に、適宜紹介する。 

 

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

「精神病院のない社会」の DVD視聴はなしになります。 
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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） 
高野 千春(TAKANO CHIHARU) 

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） 
人数制限 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レクリエーションの社会的意義や援助の在り方を理解し、対象や環境に応じたレクリエーションを工夫し、援助することができるよ

うになる。 

 

Understanding the social meaning of recreation and ideal means of assistance will enable students to devise and assist 

recreational activities suited to the target and the environment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在、教育・医療・福祉・行政等のさまざまな現場でレクリエーションの活用が見直されている。この授業では、まず自分たちが実

際にレクリエーションを楽しみ、その組み立てや展開について理論的に捉えた後、対象や環境に応じたバリエーションと援助方法

を考え、実践していく。基本的には、授業はグル―プワークで進める。 

 

At present, recreation is being reviewed in various areas such as education, medical care, welfare and administration. In this 

class, after enjoying actual recreation and understanding its theory and development, students consider variations and methods 

of assistance depending on the target and the environment. Classes will basically proceed in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 屋外で行うレク１ 

3. 屋外で行うレク２ 

4. 屋外で行うレク３ 

5. クラフト１ 

6. クラフト２ 

7. クラフト３ 

8. 室内で行うレク１ 

9. 室内で行うレク２ 

10. 室内で行うレク３ 

11. ボードゲーム１ 

12. ボードゲーム２ 

13. 言葉を使ったレク 

14. 総括 

 

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

事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%)/毎回の課題、リアクションペーパー(40%)/授業態度・授業への貢献度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、評価対象外とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本レクリエーション協会編、2017、『楽しさをとおした心の元気づくり』、公益財団法人日本レクリエーション協会 (ISBN:978-

4-931180-95-6) 

2. 日本レクリエーション協会編、2017、『スポレク活動で健康寿命を延伸』、公益財団法人日本レクリエーション協会 (ISBN:978-

4-931180-96-3) 

3. 日本レクリエーション協会編、2018、『レクリエーション支援の基礎』、公益財団法人日本レクリエーション協会 (ISBN:978-4-

931180-81-9) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

天候等の都合により授業計画が変更する場合があるので、その連絡方法についてはオリエンテーションで指示をする。 

授業毎のリアクションペーパーの内容について、次回授業時に全体にフィードバックし、情報の共有を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
すべての人が楽しめるスポーツ支援のあり方について考える 

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） 
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現代的意義と考え方を理解し、具体的なスポーツのユニバーサル化に向けたアレンジ法、支援法につ

いて考究する。 

 

The purpose of this course is to understand the modern meaning and concept of universal sports, and to study the arrangement 

and support methods for specific sports universalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会においては、すべての人がその人の心身の状態や興味・関心に応じて、スポーツを楽しむことが重要になっている。本

授業では、そのスポーツのもつ面白さ、楽しさを最大限引き出し、すべての人が楽しめるユニバーサル化に向けたスポーツアレン

ジ法、支援法について、主にニュースポーツの種目群を題材にして考究する。 

 

In modern society, it is important for all people to enjoy sports according to the individual physical and mental state, and 

interests. Students will study sports arrangements and support methods aimed at maximizing the fun and enjoyment of sport 

and making it universally enjoyable for all, focusing on new sports events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツの楽しさの本質を考える 実技 

2. ニュースポーツのルール・基礎技術の理解と実技及びアレンジ法 グラウンドゴルフ編 

3. 【2020 年 3 月 26 日変更】（変更理由：中級障がい者スポーツ指導員資格適用のため） 

変更前：ニュースポーツのルール・基礎技術の理解と実技及びアレンジ法 ペタンク編 

変更後：ニュースポーツのルール・基礎技術の理解と実技及びアレンジ法 ペタンク・ボッチャ編 

4. 【2020 年 3 月 26 日変更】（変更理由：中級障がい者スポーツ指導員資格適用のため） 

変更前：ユニバーサルスポーツの考え方と支援のあり方（トレ・ゲームの考え方及び方法を含む） 

変更後：ユニバーサルスポーツの考え方と支援のあり方（最重度障がい者へのスポーツ支援を含む） 

5. ニュースポーツのルール・基礎技術の理解と実技及びアレンジ法 インディアカ編 

6. ニュースポーツのルール・基礎技術の理解と実技及びアレンジ法 キンボール編 

7. ユニバーサル化に向けたスポーツアレンジ・創作法の考え方と支援方法 

8. ニュースポーツのルール・基礎技術の理解と実技及びアレンジ法 ユニホック編 

9. ニュースポーツのルール・基礎技術の理解と実技及びアレンジ法 車いすソフトボール編 

10. スポーツアレンジ・創作法の実際 グループ発表（１） 

11. スポーツアレンジ・創作法の実際 グループ発表（２） 

12. スポーツアレンジ・創作法の実際 グループ発表（３） 

13. スポーツアレンジ・創作法の実際 グループ発表（４） 

14. 授業のまとめ 

 

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

必要に応じて、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への出席・参加意欲・態度・取り組み(50%)/グループ発表(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

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。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松尾哲矢、2016、『体つくり運動＆トレ・ゲーム集』、ナツメ社 (ISBN:978-4-8163-5992-7) 
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必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻は厳禁、積極的な参画を期待しています。 

 

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・スポーツ指導法の習得 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO 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） 
CMD3120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 健康増進に役立つ数種類の運動･ｽﾎﾟｰﾂの指導法を学習し，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。 

 

Learn several types of teaching methods for sport and exercise that help improve health. Acquire knowledge and skills that are 

directly useful for health exercise instruction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 様々な種目を教材とし，幼児期から高齢期に亘る指導法を学ぶ。各種目に共通する内容，異なる内容を実践し，学習する種目

に限らず他の種目にも応用できるノウハウを身につける。特にフィットネスダンスについては，グループごとに作品を創作し，グル

ープごとで教え合うことを通じて，実践的な指導法について習得する。 

 

Use various sport events as teaching materials, and learn teaching methods for pupils from early childhood to old age. Put into 

practice content that is common to a range of sport events and also content that is specific to one. Acquire know-how that 

can be applied not only to one sport event taught in class but to other ones as well. Master practical instructional methods, 

through creating content in groups and teaching each other, with a particular focus on fitness dance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，太極拳（１） 

2. 太極拳（２） 

3. ストレッチングと柔軟体操の実際 

4. ウォーキングとジョギング（１） 

5. ウォーキングとジョギング（２） 

6. 介護予防と運動（１） 

7. 介護予防と運動（２） 

8. エアロビックダンス（１） 

9. エアロビックダンス（２） 

10. フィットネスダンス（１）：基本動作の習得 

11. フィットネスダンス（２）：コンビネーションの作成Ⅰ 

12. フィットネスダンス（３）：コンビネーションの作成Ⅱ 

13. フィットネスダンス（４）：模擬レッスンの準備（キューイング練習など） 

14. テスト，ビデオ撮影 

 

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

本演習は指導法のみならず，動作と運動強度の関連，身体への効果などについても併せて学習する。これまでに学習してきた上

記に関連する内容を事前に確認してくることを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(20%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本フィットネス協会、2010年、『フィットネスダンス指導教本』、日本フィットネス協会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回授業当日までに、Blackboard（Gmail）での連絡を必ず確認すること。 
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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） 
遠藤 伸太郎(ENDO SHINTARO) 

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） 
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、ストレスを生じにくい考え方、あるいはストレスフルな状況に適切に

対処できるスキルを身に着ける。 

 

Understand basic knowledge related to stress response and cognitive behavioral theory. Learn about mindsets to ensure stress 

does not arise, and acquire the ability to cope successfully with stressful situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般に、ストレスに対する認知は様々であるため、同様な環境においても健康やウエルネスレベル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、内的には大きな変化が生じうる。本講義では、まずメンタルマネジメントについての基礎的

スキルを身に着け、次にポジティブ心理学の発想法や先人の知恵からよりよく生きるためのヒントを学ぶ。 

 

In general, health and wellness levels will vary among individuals even in similar environment as perceptions of stress vary. Also, 

changing one’s sense of values such as one’s view of life, can lead to significant changes internally. In this course, students will 

acquire basic skills in mental management and learn tips for a better way of life from the ideas of positive psychology and the 

wisdom of our predecessors. 

 

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 

4. ストレスと首尾一貫感覚 SOC 

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. アサーションスキルⅠ 

9. アサーションスキルⅡ 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/講義内に提示する課題等(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)） 

「スポーツウエルネス心理学」や「ストレスマネジメント」等の講義と重複する部分があるので留意されたい。 
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また、最低限の出席回数を満たしていても、最終レポートやリアクションペーパー等課題の内容が基準を満たさない場合には単

位を取得できない場合があるので、十分に注意したい。 

学生の興味・関心、世相を踏まえ、内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 596 - 

■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） 
春学期(Spring 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。 

 

The aim is for students to acquire the ability to introduce sports and activities to people in the community with disabilities. 

 

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。 

 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 20 時過ぎに授業資料とともに確認してくださ

い。 

※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。 

 

 In addition to introducing the outline of disabilities in sport (history, measures, disabilities, tournaments, rules etc.), the class 

will progress by examining the significance of sports for people with disabilities (positive exercise), as well as the possibilities. 

Lectures are planned to progress while introducing videos and actual tools. 

 Note that class information will be posted in Notice on Blackboard. Students should check this after 8:00PM the evening 

before the class for information as well as the class materials required. 

* As important guidance for all is shown in “Learning outside of class” and “Text and others”, students must check before 

registering for this class. 

 

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） 

3. 障がいのある人のスポーツ大会（歴史を含む）   

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・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・バスケットボール用車いす等補装具の構造や扱い方を含む） 

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・陸上競技用車いす等補装具の構造や扱い方を含む）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、「障がい者スポーツの現状と課題(主にパラリンピック)」の講

義を行います。 

 

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

 予習として、授業資料を授業前日 20 時頃までに、Blackboardの授業資料に Up しますので、各自で目を通しておいてください。

また普段から、障がいのある人の活動等に関わる報道を意識して、本分野に関わるもので疑問等がありましたら、授業後等に訪

ねてください。内容によっては、授業に反映させます。 
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 受講の皆さんの状況により、授業内で提出する課題を出す事もありますので、復習にも活用して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業で指示する提出物(50%) 

出席は、文科省の指示により加点対象となりません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

原則、2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可 

 

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)。各自で白黒

版かカラー版を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。 保存の場

合は、ファイルが PDFのため、専用アプリが無くメモが取れない場合、PC のメモ帳等を使用するか、専用ノートの使用を推奨しま

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。２回目以降は、各自で準備をお願いし

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理解ください。 資料は 1 月末ま

でを期限として掲載します。  

 

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 

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。 

 

Understanding the meaning and philosophy of sports for the disabled, and learn about various disabilities. Comprehension of the 

rules, techniques and teaching methods of sports for the disabled. Developing the ability to create sports. 

 

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。 

 

Lecture on understanding disability, exploring the relationship between disabled people and sports. Learning through practice 

about devices used by the disabled in sports, and the rules. In addition, students will learn how to introduce sports, and how to 

teach sports tailored to their disabilities. 

 

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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■ID371 

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。 

 

Understanding the meaning and philosophy of sports for the disabled, and learn about various disabilities. Comprehension of the 

rules, techniques and teaching methods of sports for the disabled. Developing the ability to create sports. 

 

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。 

 

Lecture on understanding disability, exploring the relationship between disabled people and sports. Learning through practice 

about devices used by the disabled in sports, and the rules. In addition, students will learn how to introduce sports, and how to 

teach sports tailored to their disabilities. 

 

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 

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。 

 

Understanding the meaning and philosophy of sports for the disabled, and learn about various disabilities. Comprehension of the 

rules, techniques and teaching methods of sports for the disabled. Developing the ability to create sports. 

 

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。 

 

Lecture on understanding disability, exploring the relationship between disabled people and sports. Learning through practice 

about devices used by the disabled in sports, and the rules. In addition, students will learn how to introduce sports, and how to 

teach sports tailored to their disabilities. 

 

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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■ID373 

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。 

 

Understanding the meaning and philosophy of sports for the disabled, and learn about various disabilities. Comprehension of the 

rules, techniques and teaching methods of sports for the disabled. Developing the ability to create sports. 

 

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。 

 

Lecture on understanding disability, exploring the relationship between disabled people and sports. Learning through practice 

about devices used by the disabled in sports, and the rules. In addition, students will learn how to introduce sports, and how to 

teach sports tailored to their disabilities. 

 

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とともに，リハビリテーションの概念も変化してきました．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

められています．現代社会が求めるリハビリテーションの理念とその実践について理解を深めます．  

 

With the progress of medical care, social and economic change, along with people’s sense of values, the concept of 

rehabilitation has changed. Rehabilitation is required not only to support the physically disabled, but also to support the lives of 

children with developmental disabilities, mental disorders and elderly people with dementia. Understand the principles and 

practices of rehabilitation that modern society requires.   

 

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します．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す．  

 

An overview of the concepts, history, and processes of rehabilitation, providing an introduction to the subject. 

The focus of the lecture will be the practice of medical rehabilitation for various specific diseases and disorders.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

リハビリテーションの理念，リハビリテーションの対象領域と主要疾患 ，基本用語と基礎知識 

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. パーキンソン病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. 高齢期のリハビリテーション１ 

10. 高齢期のリハビリテーション２ 

11. 精神障害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. 発達障害へ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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

2/3 以上の出席がないものは成績評価の対象としない 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 落合慈之、2016、『リハビリテーションビジュアルブック第 2 版』、学研メディカル秀潤社 (ISBN:978-4-7809-1193-0) 

 

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。 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

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） 

スポーツを取り巻くビジネスの実践例を手がかりに、スポーツビジネスの全体像を把握し、グローバルな視点からスポーツビジネ

スをめぐる現象を解析するために必要な基礎的理論を理解する。 

 

This course will offer an insight into basic theories of sport business to analyze their various phenomena from a global 

perspective. Using practical examples, the students will deepen the understanding of sport as a business. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツビジネスは、スポーツを生産し販売する仕組みであり、価値のある商品及びサービスを市場に提供することによって、収

益性の追求とそれによるスポーツの発展を目指す経済活動である。しかし、スポーツは、本来 play（遊び）として誕生したものであ

り、広く社会に関わる公共性の高いものでもある。本授業では、product（＝商品）として生産されていないスポーツの商品化（及び

事業化）の構造とそれに基づく考え方を考究し、また、市場（＝社会）にとって「価値のある商品」としてのスポーツを生み出すため

のマーケティング手法についても検討する。さらに、ビジネスのグローバル化は益々進展しており、スポーツビジネスはその典型

といっても過言ではない。そこで本授業では、グローバルな視点から、スポーツビジネスの特殊性及び複雑性について講義する。 

 

Sport business is a system that produces and sells sport, and an economic activity that aims to pursue profitability and the 

development of sport by providing their valuable products and services to the market. However, sports are originally “play”, not 

products, and are highly public closely related to society. This course will examine the commercialization of sport as a product, 

and will consider marketing methods to create sport products valuable to the market (=society). Further, as globalization 

advances more and more especially in the business world, this course will focus on the distinctiveness and the complexity of 

sport business from a global perspective.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとスポーツビジネス概論 

2. スポーツのビジネス化における歴史的背景 

3. スポーツビジネスの使命及び目的 

4. 「商品としてのスポーツ」－スポーツビジネスの特性 

5. スポーツ市場とスポーツ消費者の理解 

6. スポーツビジネスとメディア：スポーツのメディア価値 

7. スポーツビジネスとマーケティング①：スポーツ・スポンサーシップ 

8. スポーツビジネスとマーケティング②：スポーツ・ブランドとブランディング 

9. スポーツビジネスとマーケティング③：スポーツの権利ビジネス 

10. プロスポーツビジネス：（１）アメリカ型プロスポーツの構造 

11. アメリカ型プロスポーツモデルから日本のプロ野球を考える 

12. プロスポーツビジネス：（２）ヨーロッパ型プロスポーツの構造 

13. ヨーロッパ型プロスポーツモデルから日本のプロサッカーを考える 

14. まとめ：日本と世界のスポーツビジネスの課題及び今後の可能性 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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（英語の資料を含む）を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

英語の参考文献も含め授業で随時、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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■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） 
春学期(Spring 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。 

 

To think how should be SPORTS JOURNALISM, my lecture would introduce temporal situation around SPORTS and 

JOURNALISM, with examples from fresh news. Let's get to be a "GOOD WATCHER / OBSERVER" on sports. 

 

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。 

 

Lecturer was an interpreter to Head coach IVICA OSIM of Japan's National Football Team, and also is a journalist on the 

international issues including nationalism, territorial conflict especially in former Yugoslavia. From a point of view of journalist, I 

would like to show situation of journalism and media, not only of sports but also socio-political fields. Questions welcome! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業で扱うおもなテーマ（順不同）； 

・日本代表のロッカールームから見えてきたもの 

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） 

日頃からスポーツのニュースに注意するとともに、問題意識を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/平常点(20%) 

平常点は授業時の態度やコメントカードの内容により判断する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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、2019、『争うは本意ならねど』、集英社文庫 
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4. 中西哲生（監修）、2018、『スポーツでひろげる国際理解 1~5』、文溪堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 608 - 

■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。 

 

Students will acquire skills in measuring and analyzing physical movements in sports and daily life using biomechanics. 

 

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。 

 

Students will learn about using measuring equipment and analysis software in relation to common physical movements 

concerning the improvement of sports performance, the prevention of injury and disability, and the promotion and maintenance 

of health. In addition, they will interpret the results of the analysis using biomechanics. 

 

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） 
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■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。 

 

Mock classes are conducted in small groups to help students understand, think about, and come up with solutions in relation to 

key points that arise when teaching non-specialty events as well as students’ own specialty event. 

 

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。 

 

The main points to be aware of in sports coaching differ in terms of areas of focus and wording used, depending on whether you 

are addressing a whole team or correcting individual techniques. In this lecture, a task will be set for each group and mock 

instruction will be given for solving the task. After that, there will be a group discussion and a class presentation so that 

everyone can share instruction points and solutions. Physical activity is involved so students should bring a change of clothes. 

 

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、参考書や配付

資料を参考にして、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。 

模擬コーチングに対しては、担当分のレジュメを作成して望むこと。 

模擬コーチングのための数分間の簡単な動作映像の記録を課す。 

 

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 
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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。   

 

Sport is a luxury and is a pointless waste of energy. Not only is it unproductive, it also lacks any value. Therefore, it is often 

used to symbolize significance or values. That is how sport reflects the ideas of the political leaders of the time. We will delve 

into ethics in relation to sports to explore the role played by sports in modern society. 

 

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。ウサギ狩りやキツネ狩りに延長にマンハントを

据えれば、それをスポーツの語形に求めるのも無理ない。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。    

 

In desperate situations, people sometimes give up their lives to save a stranger, yet in normal circumstances they might calmly 

kill a stranger. Only humans and apes hold this kind of life and death power over their species. They hunt their own kind for 

other reasons than for food. If you extend the notion of a "manhunt" to rabbit and fox hunting, then it is not unreasonable to 

call this sport. Consider the principles of sport and approach and understand ethics using sport as a guide.    

 

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 

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） 
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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。 

 

Acquire basic knowledge to understand the mechanism of physical movement in sports and daily life through biomechanics. 

 

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。 

 

Lectures will cover the basics of mechanics for biomechanical interpretation of body movements and biomechanics in all types 

of sports actions. Writing materials are distributed in class and problems (including calculations) are tackled. In addition, 

students watch videos suited to particular topics to deepen their understanding. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席および授業への参加態度(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 

国内外のスポーツ現場におけるマネジメントの具体的な実践を学び、スポーツをマネジメントするために必要な基礎知識や、グロ

ーバルな視点から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。 

 

This course will examine the basic concepts required to manage sport by examining practical examples of sport management in 

Japan compared to foreign countries. Students will deepen the understanding of the characteristics and issues of Japanese-

style sport management from a global perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツマネジメントは、人間とスポーツの関わりを促進することを意図し、スポーツの普及・発展あるいは高度化に関わる組織

的活動である。具体的には、スポーツサービスを生み出し、人々に提供するために、計画化（planning）、組織化（organizing）、指

導・指揮（leading）、評価（evaluating）というマネジメントサイクルにおいて、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を効率的・効

果的に配分・管理する手法である。本授業では、マネジメントの原則がスポーツに応用され、スポーツ特有のマネジメントを行う必

要性とその方法について講義する。また、主に学校体育に「依存」してきた日本のスポーツには、スポーツ文化が「主体的」に創

造され、「自立・自律」して実践されている海外のスポーツマネジメントに関する検討が有効とされているため、国際比較を通じて

日本的スポーツマネジメントの特徴や課題を探求する。 

 

With the aim of the overall development of sport, sport management is an organizational activity intended to promote various 

relations of humans in sport. It is methods to allocate management resources efficiently and effectively throughout the 

management cycle of planning, organizing, leading and evaluating in order to create sport services and provide them to society. 

This course will examine the principles of general management applied to sport and discuss the necessity and methods of 

sport-specific management. Further, it will explore the characteristics and issues of Japanese-style sport management through 

international comparison.  

 

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. 日本におけるスポーツの発展とスポーツマネジメント 

3. 「スポーツをマネジメントする」：マネジメントサイクルと経営資源 

4. スポーツマネジメントの実践領域：（１）学校とスポーツ 

5. スポーツマネジメントの実践領域：（２）大学とスポーツ 

6. スポーツマネジメントの実践領域：（３）企業とスポーツ 

7. スポーツマネジメントの実践領域：（４）「地域」とスポーツ 

8. スポーツ組織とマネジメント 

9. スポーツ組織の国際比較：（１）日本の競技団体とヨーロッパ諸国の競技団体 

10. スポーツマネジメントをめぐる倫理と社会的責任：スポーツ組織のガバナンス構築 

11. スポーツ組織の国際比較：（２）日本の総合型地域スポーツクラブとドイツのスポーツフェライン 

12. 地域スポーツの社会的公益性と、スポーツによるコミュニティ形成および地域活性化 

13. 「スポーツを仕事にする」：スポーツマネジメント人材に必要な知識と能力 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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（英語の資料を含む）を配布する。 
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参考文献（Readings） 

英語の参考文献も含め授業で随時、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 2020 年東京オリンピックまでのコーチングそしてその成果を研修する。 

 

What is coaching? Coaching workshops based on the Olympic Games are conducted in the run-up to the 2020 Tokyo Olympics 

and the results are studied. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 柔道を題材に 2020 年東京へ向かう強化指導そして過去のオリンピックの結果をもとに検証を行う。実際の 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現象をケーススタディとして検討・検証を行いたい。 

 

Using judo as an example, the course helps students improve their methods of instruction in the run-up to the 2020 Olympics 

using the results of previous Olympics as a guide. The 2016 Rio Olympics are used as a specific case study for reviewing and 

assessing management methods and areas of improvement. 

 

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、アスリートパスウェイ 

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. 根性からガッツへの転換、体罰、セクハラのない指導 コンプライアンスの遵守 

14. 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 11 日（土）3～5 時限，8 月 3 日（月）1～4 時限，８月 5 日（水）1～5 時限，8 月 7 日（金）1～2 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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀の健康と社会・環境 

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。 

 

Nowadays, lifestyle and lifestyle-related diseases have been found to have a major influence on health. As well as the 

individuals themselves, local governments and national governments are also widely involved in measures for maintaining our 

health. The aim of these lectures is to learn about issues related to health in modern society and to understand public health 

measures for resolving these. 

 

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 

 

1) Statistical indicators of health and hygiene 

2) Health standards in Japan 

3) Regulations and systems to prevent major infectious diseases 

4) Maternal and child health, school health, occupational health 

5) Lifestyle diseases and risk factors 

6) Health and welfare for the elderly 

 

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） 

コメントカード(30%)/レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

図表等、テキストを参照しながら講義を進めます。授業中に内容と関連した質問を行い、コメントペーパーへの回答を求め、評価

の対象とします。 
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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） 

1. 近藤克則、2018、『長生きできる町』、角川書店 (ISBN:4040822235) 

 

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） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■ID506 

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） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI)ほか 

学期 

（Semester） 
休講 

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） 
石渡のほか原田、藤井、飯村、杉浦、ライトナーが担当 

 

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。 

 

Through practical training (employment) experience, we aim to deepen understanding and interest in social problems, and to 

help students in future career path selection. 

 

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），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)自己表現，マナー講習会, (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 

 

Student will choose their on-site training placement settings, based on their major fields of interest from the previous year to 

the current year, or future career hopes, aiming to acquire basic understanding and necessary knowledge through prior training 

and this year’s spring semester seminar format. In principle, on-site training will be conducted during the summer vacation. The 

flow of classes is as follows. 

[Previous academic year] 

Choose 1 of the following placement destinations (fields): Government A (national administrative organization), Government B 

(local government), NPO (NPO, cooperative partnerships etc.), Reconstruction support, welfare related (administrative 

organizations, companies and groups related to welfare), Company-related (community enterprise), International NGO related 

(working domestically as an NGO etc.), sports-related, or overseas related. Selection schedule varies by field. 

[Current academic year] 

1. Guidance. 

2. Follow-up learning (in principle every week). 

 (1) Manners seminar, (2) Basic understanding of placement location, (3) Gaining systematic and specialist field knowledge 

related to placement location. 

3. On-site training (in principle about 2 weeks). 

4. Follow-up study (in principle every week). 

 (1) Review of training, (2) Reporting session, (3) Composition of report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期 

合同ゼミ・個別ゼミ；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講座 

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ビジネスマナー講座 

7. 合同ゼミ・個別ゼミ；夏季の実習前の最終確認 
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8. インターンシップ実習 

9. インターンシップ実習 

10. インターンシップ実習 

11. インターンシップ実習 

12. インターンシップ実習 

13. インターンシップ実習 

14. インターンシップ実習 

15. インターンシップ実習 

16. インターンシップ実習 

17. インターンシップ実習 

18. インターンシップ実習 

19. インターンシップ実習 

20. インターンシップ実習 

21. 秋学期 

合同ゼミ；合同発表会，レポートに関するレクチャー， 

個別ゼミ；夏季実習の振返りと共有 

22. 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 

23. 合同ゼミ；系を超えて実習経験をディスカッション 

24. 合同ゼミ；外部講師による講習会「ブラック企業の実態と対処法」を予定 

25. 個別ゼミ；報告会の準備 

26. 個別ゼミ；報告会のリハーサル 

27. 合同ゼミ；報告会のリハーサル（本番仕様） 

28. 合同ゼミ；報告会 

なお、授業計画は 2019 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。 

 

The aim of the course is for students to acquire advanced expertise through working in small groups under the guidance of an 

instructor, setting topics and themes independently for themselves, conducting fieldwork, creating a research plan based on 

thorough reading of related literature and materials, and then presenting and discussing the results. 

 

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。 

 

Advanced Research Seminar provides an opportunity to share and discuss topics in-depth with fellow students, under the 

guidance of qualified teachers with extensive knowledge and experience. This is an elective course because of its emphasis on 

spontaneity and self-motivation. 

In the field of health exercise, students improve their scientific knowledge and ability and develop an extensive knowledge of 

sports and welfare, as these relate to health and exercise, in order to improve wellness through sport and exercise. In the field 

of sports performance, students improve their scientific knowledge and ability of sports science to help enhance human 

adaptability and contribute to the creation of an advanced sports culture. In addition, in the field of sports culture, students 

improve their knowledge and ability to contribute to the creation of a sports culture and the evolution of sports science as well 

as the development of a welfare society through sports. 

The contents of the course are published in last year’s course guidance material. Please note that parts of the course may 

change in response to international events. 

 

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。 
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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(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

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。 

 

The aim of the course is for students to acquire advanced expertise, through working in small groups under the guidance of an 

instructor, setting topics and themes independently for themselves following the research plan created in Advanced Research 

Seminar 1, conducting fieldwork, reading related literature and materials thoroughly, and then presenting and discussing the 

results. 

 

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。 

 

Advanced Research Seminar provides an opportunity to share and discuss topics in-depth with fellow students, under the 

guidance of qualified teachers with extensive knowledge and experience. This is an elective course because of its emphasis on 

spontaneity and self-motivation. 

In the field of health exercise, students improve their scientific knowledge and ability and develop an extensive knowledge of 

sports and welfare, as these relate to health and exercise, in order to improve wellness through sport and exercise. In the field 

of sports performance, students improve their scientific knowledge and ability of sports science to help enhance human 

adaptability and contribute to the creation of an advanced sports culture. In addition, in the field of sports culture, students 

improve their knowledge and ability to contribute to the creation of a sports culture and the evolution of sports science as well 

as the development of a welfare society through sports. 

The contents of the course are published in last year’s course guidance material. Please note that parts of the course may 

change in response to international events. 

 

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
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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(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

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)） 

 

 

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） 
通年他(Full year Others) 

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） 

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。 

 

Students will receive instruction and assistance on writing and production of their graduation research project from tutors up to 

completion. 

 

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。原則として隔週で定期的・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。 

 

The class format is set in accordance with the above-mentioned goals, tutors will take into consideration the situation of 

students. In principle, they may be conducted regularly / collectively each week, or may be individually through personal 

instruction. The class content will also follow the situation, and change each time. The seminar is not necessary under the same 

tutors as the specialized 3rd Year seminars, “Seminar on Fieldwork” and “Community Study”. Details of tutors are published in 

guidance material distributed the previous year. 

 

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、情報収集など）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） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ID702 

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） 
通年他(Full year 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。 

 

Students will receive instruction and assistance on writing and production of their graduation research project from tutors up to 

completion. 

 

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。原則として隔週で定期的・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。 

 

The class format is set in accordance with the above-mentioned goals, tutors will take into consideration the situation of 

students. In principle, they may be conducted regularly / collectively each week, or may be individually through personal 

instruction. The class content will also follow the situation, and change each time. The seminar is not necessary under the same 

tutors as the specialized 3rd Year seminars, “Seminar on Fieldwork” and “Community Study”. Details of tutors are published in 

guidance material distributed the previous year. 

 

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、情報収集など）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） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


