
授 業 概 要 

（社会福祉科） 

授業科目名 

  ビジネス実務Ⅰ 
授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 

立花 匡真 
実務経験 

 

授業の回数 

   16 回 

時間数（単位数） 

  32 時間（２単位） 

配当学年・時期 

１年・後期 
（ 必修・ 選択 ） 

［授業の目的・ねらい］ 

１ 仕事上必要な文書の作成・処理の基礎的知識やスキルを身に付ける 
２ 仕事上必要なプレゼンテーション資料の作成と基本的な仕方を身に付ける 

［授業全体の内容の概要］ 

仕事上で活用可能な社内文書・社外文書・帳票の体裁や知識を身につけ、独力で作
成できるようになる。プレゼン用の資料の作成の仕方を身につけ、独力でプレゼンで
きるようになる。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

１ ビジネス文書についての基礎的な知識を身につける 

２ Ｗｏｒｄを使ってビジネス文書を作成できる 

３ プレゼンの仕方を身につける 

４ Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔを使ってプレゼン資料を作成できる 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数 （15 回までの場合はセル） 

１．文書の構成（社外・社内文書の体裁） 

２．図解とグラフ、著作権  

３．キーボードの見方・タッチタイピング練習 

４．Step１ビジネス文書のポイントを押さえる 

５．Step２表で分かりやすくまとめる 

６．Step３図で魅せる 

７．Step４レポートとして文書を整理する 

８．問題演習 実践 Drill １～４ 

９．Step２見やすいスライドを作る 

10．Step３魅力的に仕上げる 

11．Step１・Step４ﾌﾟﾚｾﾞﾝを学ぶ・発表準備 

12．プレゼン資料作成Ⅰ 

13．プレゼン資料作成Ⅱ 

14．プレゼン資料作成Ⅲ 

15．プレゼン資料作成Ⅳ 

16. 期末試験 

［使用テキスト・参考文献］ 実践ドリルで学ぶ Office 活用術 noa 出版 

［単位認定の方法及び基準］ ・教科出席率が 80％以上の者に対して、以下の配点による総合点

を算出し、学内共通の基準による絶対評価を行う。 

１．考査点(85％) 

到達目標の修得状況を測るために、各回で実施した配布プリン

ト（授業補助プリント及び確認テスト）を編集した期末考査に

より算出する。 

２．平常点(15％) 

・授業態度を点数化したもの（５％）。 

・確認試験が、到達目標の６割以上に達している点を評価する

（10％）。 

 



授 業 概 要  

（社会福祉科）  

授業科目名   コミュニケーション実践

Ⅱ  授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ）  

授業担当者 

高橋 洋美  実務経験  
高齢者施設にて生活相談員 3年、歯科衛生士 3年  

授業の回数  

   16回  

時間数（単位数）  

  30時間（１単位）  

配当学年・時期１年・

後期  （ 必修・ 選択 ）  

［授業の目的・ねらい］  

・相手を大切にした自己表現を理解し、実行できる。  

・感情のしくみとそれをコントロールできる方法を知る。  

・利用者・家族の思いを知る。  

［授業全体の内容の概要］  

・問題を解くことで理解できたかどうかの確認をしながら利用者・家族・同僚等との信頼関係構築

の基礎を学ぶ。  

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

・社会人として信頼関係を構築するための表現方法の基礎が身につく。  

・利用者に寄り沿った言動を説明できる。  

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数   

１． 心配りを示す言葉づかいを理解する  

２．尊敬語と謙譲語を正しく使う   

３．電話のマナーを知る  

４．感じのよい電話の受け方・かけ方ができる  

５．席次・受付と案内のマナーを学ぶ  

６．傾聴の心構えを知る  

７．相手の気持ちを引き出す質問を学ぶ  

８．相手に伝わる自己表現を学ぶ  

  

９．アンガーマネジメントを理解する  

10．アサーションを理解する  

11．障害受容とご家族の心理を学ぶ  

12．利用者への対応方法を学ぶ（高齢・障害）  

13．利用者への対応方法を学ぶ（こども・うつ）  

14．クレーム対応の基本を理解する  

15．自分自身へのケアを学ぶ  

16．期末考査    

［使用テキスト・参考文献］  介護福祉スタッフのマナー 基本テキスト日本能率協会マネジメン

トセンター  



［単位認定の方法及び基準］  ・教科出席率が 80％以上の者に対して、以下の配点による総合点 

を算出し、学内共通の基準による絶対評価を行う。  

１．考査点(85％)  
到達目標の修得状況を測るために、各回で実施した確認テストを

編集した期末考査により算出する。  

２．平常点(15％)  

・授業への参加状況では発言回数が複数回である点を評価する。 

（５％）  

 ・提出課題において、到達目標の６割以上に達している点を評価す

る（10％）。  

  



授 業 概 要 

（社会福祉科） 

授業科目名 

  レポート指導 
授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 

前原 良彦 
実務経験 

なし 

授業の回数 

   30 回 

時間数（単位数） 

  60 時間（２単位） 

配当学年・時期 

１年・後期 
（ 必修・ 選択 ） 

［授業の目的・ねらい］ 

 ・社会福祉士を目指す学生のレポートとしてふさわしい内容に仕上げる。 

 ・Word やプレゼンソフトを使用し、より実践的なレポート作成ができるように練習する。 

［授業全体の内容の概要］ 

・前期から磨いてきた文書表現法の集大成のため、基本的な語彙の確立と、上手な文章作成を心

掛ける。 

・Word やプレゼンソフトを使用し、大学の入学作文を作成し、より実践的なレポート作成ができ

るようにプレゼンテーション発表の実践の場を持っていく。Word やプレゼンソフトを具体的に活

用する。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

・提出期限内に提出し、来年度からの、大学の担当者から合格の評価を得る。 

・自分なりの考えをもち、それを自分の言葉で表現できる。 

・課題に求められた内容を理解してまとめることができる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数  

１～60   前原 30 コマ その他の教員 30 コマ 

・各人の計画に従ってレポートを完成させる。 

・まとめ方等、困っている場合、相談に乗る。 

・完成後、以下の観点でレポートを添削指導する。 

①決められた書式になっているか 

②誤字脱字の有無 

③教科書や参考文献の提示の有無 

④内容の妥当性 

 ・課題に沿った内容か 

 ・自分の言葉で表現できているか 

 ・論理的に順序良く構成しているか 

 

⑤大学入学の動機をうまく、理論的に説明できているかどうか 

⑥相手を納得させられるプレゼンテーションの発表ができているか。 

 

 

 

［使用テキスト・参考文献］ 

・東北福祉大学 社会福祉士入学願書（東北福祉大学通信教育部）  2020 年版 



・東北福祉大学 学習の手引き 2020 年度入学者用（東北福祉大学通信教育部）  2020 年版 

・東北福祉大学 ﾚﾎﾟｰﾄ課題集 A2020 年度入学者用（東北福祉大学通信教育部）  2020 年版 

 

［単位認定の方法及び基準］ 

・教科出席率が 80％以上の者に対して、以下の配点による総合点を算出し、学内共通の基準によ

る絶対評価を行う。 

１．考査点(85％) 

到達目標の修得状況を測るために、各回で実施した確認テストを編集した期末考査により算出

する。 

２．平常点(15％) 

・授業への参加状況では、C-learning の小テスト・ドリル・アンケート等を利用し、発言回数が

複数回である点を評価する。（５％） 

・提出課題（C-learning の小テスト・ドリル・アンケート等を利用）において、到達目標の６割

以上に達している点を評価する（10％）。 

 

 



授 業 概 要 

（社会福祉科） 

授業科目名 

  医学概論 
授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 

高橋 洋美 
実務経験 

高齢者施設にて生活相談員 3 年、歯科衛生士 3 年 

授業の回数 

   16 回 

時間数（単位数） 

  32 時間（１単位） 

配当学年・時期 

１年・後期 
（ 必修・ 選択 ） 

［授業の目的・ねらい］ 

社会福祉士は適切なソーシャルワーク、ケアマネジメント、地域ケアのコーディネートによ

って医療職との連携により、実のある多職種協働を目指すために、医学に関する基本的知識を

身につけておくことが望まれる。そのための知識、具体的には、人の成長・発達と老化の特徴・

人体の解剖学・生理学。日常業務で目にしやすい疾病（・障害）について理解する。 
［授業全体の内容の概要］ 

担当科目の内容を理解できるよう要点を絞ったプリントを使い解説し、基礎的な内
容を把握できるよう確認試験を解答させる 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 
・人の成長・発達について理解し説明できる。 
・人の解剖学・生理学について理解し説明できる。 
・疾病（・障害）について理解し説明できる。 
・ICF について理解し説明できる 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数 （15 回までの場合はセル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［使用テキスト・参考文献］ 人体の構造と機能及び疾病 中央法規 

［単位認定の方法及び基準］ ・教科出席率が 80％以上の者に対して、以下の配点による総合点

を算出し、学内共通の基準による絶対評価を行う。 

１．考査点(85％) 

到達目標の修得状況を測るために、各回で実施した配布プリン

ト（授業補助プリント及び確認テスト）を編集した期末考査に

より算出する。 

ｺﾏ数 テーマ 

１ １．ＩＣＦと健康の捉え方 

２ ２．人の成長・発達および老化 

３ ３．心身機能と身体構造の概要Ⅰ 

４ ３．心身機能と身体構造の概要Ⅱ 

５ ３．心身機能と身体構造の概要Ⅲ 

６ ３．心身機能と身体構造の概要Ⅳ 

７ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その１ 

８ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その２ 

９ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その３ 

１０ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その４ 

１１ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その５ 

１２ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その６ 

１３ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その７ 

１４ ５．疾病と障害の概要Ⅰ １）疾病の概要その８ 

１５ プレテスト 

１６ 期末試験 

 



２．平常点(15％) 

・授業態度を点数化したもの（５％）。 

・確認試験が、到達目標の６割以上に達している点を評価する

（10％）。 

 



授 業 概 要 

（社会福祉科） 

授業科目名 

  障害者福祉論 
授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 

前原 良彦 
実務経験 

なし 

授業担当者 

   
実務経験 

 

授業の回数 

   30 回 

時間数（単位数） 

  60 時間（２単位） 

配当学年・時期 

１年・後期 
（ 必修・ 選択 ） 

［授業の目的・ねらい］ 

 障害の概念、障害者を取り巻く環境、法体系、障害者福祉制度、組織・機関、専門職の役割、

ネットワーキングを解説し障害者の相談援助の知識について学ぶ。 

［授業全体の内容の概要］ 

障害者福祉の歴史・生活実態・障害者総合支援法を含む 13 の身体,知的,精神,発達等障害者の支

援法・苦情解決・審査請求・障害児施策・相談支援・教育制度・専門職などを 30 回の授業の中で

1 回につき 1～2 の重要ポイントをつかみ、自分のものとすること。C-learning を通して定着。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

１障害者関係の法律の成立の意義を説明できる。 

２障害児・者のおかれた歴史・背景・総数・現状について説明できる。 

３障害児・者のためにある法律や措置・支援制度の申請手続き・利用方法を覚える。 

４障害児・者のためにあるｻｰﾋﾞｽの違いを覚え、区別でき、利用できる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数  

１障がいとは？【導入】 

２障害者福祉の歴史１ 

３障害者福祉の歴史２ 

４障害者福祉の歴史３ 

５障害者福祉の歴史４ 

６障害者の実態 

７障害者基本法 

８障害者差別解消法 

９障害者虐待防止法 

10 ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝの範囲と限界 

11 身体障害者福祉法 

12 知的障害者福祉法 

13 精神保健福祉法 

14 発達障害者支援法 

15 障害者総合支援法①全体像 

16 障がいに関する講演会 

17 障害者総合支援法②認定手続き等 

18 障害者総合支援法③介護給付 



19 障害者総合支援法④訓練等給付／自立支援医療 

20 障害者総合支援法⑤補装具／地域生活支援事業 

21 障害者総合支援法⑥相談支援 

22 障害者雇用促進法 

23 課題作文作成 

24 課題作文作成 

25 ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝとﾎﾛｺｰｽﾄ 

26 ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝとﾎﾛｺｰｽﾄ 

27 戦後史証言 自立に向けた苦闘：障害者福祉 

28 車輪の一歩 

29 期末試験対策学習 

30 期末試験 

   

［使用テキスト・参考文献］ 

・社会福祉学習双書 2020 ④『障害者福祉論』（発行所：全社協）  ISBN978-4-7935-1291-9 

 

［単位認定の方法及び基準］ 

・教科出席率が 80％以上の者に対して、以下の配点による総合点を算出し、学内共通の基準によ

る絶対評価を行う。 

１．考査点(85％) 

到達目標の修得状況を測るために、各回で実施した確認テストを編集した期末考査により算出

する。 

２．平常点(15％) 

・授業への参加状況では、C-learning の小テスト・ドリル・アンケート等を利用し、発言回数が

複数回である点を評価する。（５％） 

・提出課題（C-learning の小テスト・ドリル・アンケート等を利用）において、到達目標の６割

以上に達している点を評価する（10％）。 

 

 



授 業 概 要 

（社会福祉科） 

授業科目名 

  相談援助の基盤と専門職 
授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 

川本 公代 実務経験 
訪問介護員4年 ディスクゴルフ指導員3年 

レクリエーション・インストラクター19年 

授業の回数 

   31回 

時間数（単位数） 

  60時間（２単位） 

配当学年・時期 

１年・後期 
（ 必修・ 選択 ） 

［授業の目的・ねらい］ 

・ソーシャルワークとは何かを理解する。 

・ソーシャルワーカーの仕事や意義について知る。 

・ソーシャルワークの展開の歴史を理解する。 

・ソーシャルワークにおける倫理の必要性について理解する。 

［授業全体の内容の概要］ 

・ソーシャルワークの展開の歴史を学んだうえでその現代的意義と概念を自分なりにレポートでまとめること

ができる。 

・ソーシャルワークに関わるフォーマルとインフォーマルの活動を知り連携や協働の意味を知る。 

・ソーシャルワークに関わる専門職としての倫理観や価値観を学ぶ。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

・ソーシャルワークとは何かを説明できる。 

・社会福祉士の定義や義務・連携について法律を挙げて説明できる。 

・ソーシャルワークの発展と展開の歴史やその過程について重要人物を挙げて説明できる。 

・ソーシャルワーカーになぜ倫理が必要かを説明できる。 

 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数  

１ ソーシャルワークとは何か  

２ 社会福祉とソーシャルワーク 社会福祉の基盤 

なる考え（日本国憲法） 

３ ソーシャルワークが求められる社会状況 

  社会的要因・ソーシャルワークの必要性 

４ ソーシャルワークの支店と役割 生活や生き方 

  を支える・人と環境の関係性 

５ ソーシャルワークが行われる場所 様々な場所 

  や分野・専門職の活躍する場所・仕事                            

６ 専門職の活躍する場所・仕事のまとめと発表 

７ ソーシャルワークとソーシャルワーカー 仕事 

  と意義・やりがい  

８ ソーシャルワーカーの資格 国家資格の必要性                          

９ 社会福祉士の役割と仕事 社会福祉士及び介護 

  福祉士法の理解 

10 問題作成続き ①解く②解説③問題を解く 

11 ソーシャルワーカーの専門性 理想のソーシャ 

  ルワーカー像（まとめる） 

12 模造紙にまとめる・発表 

13 ソーシャルワーカーを支える職能団体 活動・意 

 義・役割 社会福祉士の行動規範 

14ソーシャルワークのグローバル定義 

15 ソーシャルワークの誕生 社会状況・COSとセツ 

 ルメント運動の違い 

16. 問題作成 ①解く②解説③国家試験問題 

17.ソーシャルワークの発展 各派の考え方の違い 

18.問題作成続き ①解く②解説③国家試験問題 

19.現在のソーシャルワーク 個人と社会を支える 

 視点・ジェネラリスト・ソーシャルワーク 

20.問題作成 ①解く②解説③国家試験問題まとめ   

21.ソーシャルワークを支える理念 一人ひとりの 

 生活を支援する 

22.ドラマから学ぶ DVD 感想発表 

23.利用者本位とは何か バイステックの7原則 

24.自立支援とは何か 

25.ノーマライゼーションと社会的包摂  

26.ソーシャルワークにおける倫理  定義・専門性 

 との関係 

27.ソーシャルワークにおける倫理 

 倫理が必要な理由 

28.グローバル定義の復習 

29.事例検討 

30.事例検討 

31．期末考査 



［使用テキスト・参考文献］ ソーシャルワーク ミネルヴァ書房 

 

［単位認定の方法及び基準］ ・教科出席率が80％以上の者に対して、以下の配点による総合点を算出し、

学内共通の基準による絶対評価を行う。 

１．考査点(85％) 

到達目標の修得状況を測るために、各回で実施した確認テストを編集し

た期末考査により算出する。 

２．平常点(15％) 

・授業への参加状況では発言回数が複数回である点を評価する。（５％） 

・提出課題において、到達目標の６割以上に達している点を評 

価する（10％）。 

 



授 業 概 要 

（社会福祉科） 

授業科目名 

  保健医療と福祉 
授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 

高橋 洋美 
実務経験 

高齢者施設にて生活相談員 3 年、歯科衛生士 3 年 

授業の回数 

   16 回 

時間数（単位数） 

  32 時間（１単位） 

配当学年・時期 

１年・後期 
（ 必修・ 選択 ） 

［授業の目的・ねらい］ 

 ・相談援助活動において必要な医療保険制度や保健医療サービスについて理解する。 

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

 ・国家試験の問題に慣れる。  

［授業全体の内容の概要］  

担当科目の内容を理解できるよう要点を絞ったプリントを使い解説し、基礎的な内容を把握 

できるよう確認試験を解答させる 。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

 国試において、当該科目の基礎的な問題が解ける。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数 （15 回までの場合はセル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［使用テキスト・参考文献］ 保健医療サービス 弘文堂 

［単位認定の方法及び基準］ ・教科出席率が 80％以上の者に対して、以下の配点による総合点

を算出し、学内共通の基準による絶対評価を行う。 

１．考査点(85％) 

到達目標の修得状況を測るために、各回で実施した配布プリン

ト（授業補助プリント及び確認テスト）を編集した期末考査に

より算出する。 

２．平常点(15％) 

・授業態度を点数化したもの（５％）。 

・確認試験が、到達目標の６割以上に達している点を評価する

（10％）。 
 

１ １．医療保険制度 １）医療保険制度の概要Ⅰ  

２ １．医療保険制度 １）医療保険制度の概要Ⅱ  

３ １．医療保険制度 １）医療保険制度の概要Ⅲ  

４ １．医療保険制度 １）医療保険制度の概要Ⅳ  

５ １．医療保険制度 ２）医療費に関する政策動向Ⅰ  

６ ２．診療報酬 １）診療報酬制度の概要  

７ ３．保健医療サービスの概要 １）医療施設の概要Ⅰ  

８ ３．保健医療サービスの概要 １）医療施設の概要Ⅱ  

９ ３．保健医療サービスの概要 １）医療施設の概要Ⅲ  

１０ ３．保健医療サービスの概要 １）医療施設の概要Ⅳ  

１１ ３．保健医療サービスの概要 ２）保健医療対策の概要  

１２ ３．保健医療サービスの概要 ２）保健医療対策の概要（続き）  

１３ ４．保健医療サービスにおける専門職の役割と実際Ⅰ  

１４ ４．保健医療サービスにおける専門職の役割と実際Ⅱ  

１５ プレテスト  

１６ 期末試験 
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