
授 業 概 要 

                       （社会福祉科） 

授業のタイトル（科目名） 

ビジネス文書 

授業の種類 

（ 講義・ 演習 ・実技） 

授業担当者 

 前原 良彦 

授業の回数 

  １５回 

時間数（単位数） 

 ３０時間（１単位） 

配当学年・時期 

１年・前期 

必修・選択 

必修 

［授業の目的・ねらい］ 

・会社、組織の仕組みを知る 

・上司や同僚・仕事に関係する人とよい人間関係を築く基礎能力を身に付ける。 

・社会人としてのマナー（言葉遣いや電話対応・一般常識等）の基礎を身に付ける。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

・秘書検定 3 級に合格する。 

・社会人としての基本的な言葉遣いや立ち振る舞いができる。 

１回  検定試験の紹介  Ⅰ標記技能 原稿用紙 

２回  Ⅰ標記技能 地名  数字 

３回  Ⅰ標記技能 句読点 

４回  Ⅰ標記技能 用語 

５回  Ⅰ標記技能 同音異義語 

６回  Ⅰ標記技能 手紙用語 

７回  Ⅰ標記技能 よじれの文 

８回  Ⅱ表現技能 類義語 表題 

９回  Ⅱ表現技能 わかりやすい文章 

10 回  Ⅱ表現技能 「お、ご」丁寧な言葉づかい 図表 

11 回     「ビジネス文書検定対策」 

 Ⅲ実務技能 「ビジネス文書検定対策」過去問 

12 回   Ⅲ実務技能 「ビジネス文書検定対策」過去問 

13 回  Ⅲ実務技能 「ビジネス文書検定対策」過去問 

14 回  Ⅲ実務技能 「ビジネス文書検定対策」過去問 

15 回  Ⅲ実務技能 「ビジネス文書検定対策」過去問 

  

 

［使用テキスト・参考文献］ 

ビジネス文書検定受験ガイド３級 

早稲田教育出版 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の

修得が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授 業 概 要 

（社会福祉科） 

授業のタイトル（科目名） 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ支援の方法 

授業の種類 

（ 講義・ 演習 ・実技） 

授業担当者 

川本 公代（実務経験者） 

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・前期 

必修・選択 

必修 

［授業の目的・ねらい］ 

・コミュニケーション能力の向上 

・人や自然と関わることの楽しさを実感し、レクリエーション計画に活かす。  

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

・いろいろなレクリエーションの素材を知り、実践に応用することができる。  

・利用者の世代やニーズに対応したレクリエーションを計画し実施できる。  

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］  

第１・２回   ・カレンダー作り（前半） 

第３・４回   ・俳句作り 

第５・６回   ・コミュニケーションゲーム 

第７・８回   ・壁紙作成／季節の折り紙 

第９・１０回  ・楽しいゲーム・ゲーム作成 

第１１・１２回 ・越後丘陵公園 ディスクゴルフ 

第１３・１４回 ・越後丘陵公園 写生 植物観察 

第１５・１６回 ・施設レクリエーション説明・計画 

第１７・１８回 ・施設レクリエーション計画・準備 

第１９・２０回 ・施設レクリエーション準備・練習 

第２１・２２回 ・施設レクリエーション準備・練習 

第２３・２４回 ・施設レクリエーション練習 

第２５・２６回 ・施設レクリエーション実施 

第２７・２８回 ・お手玉作り・遊びを考える 

第２９・３０回 ・カレンダー作り（後半） 

 

  

 

［使用テキスト・参考文献］ 

・ゲーム解説等適宜プリントを配布 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・施設におけるレク実技を課し、到達目標の

６割以上の修得が必要 

 



授 業 概 要 

                       （社会福祉学科） 

授業のタイトル（科目名） 

現代社会と福祉 

授業の種類 

（ 講義・ 演習 ・実技） 

授業担当者 

前原 良彦 

授業の回数 

   １５回 

時間数（単位数） 

 ３０時間（１単位） 

配当学年・時期 

1 年・前期 

必修・選択 

必修 

［授業の目的・ねらい］ 

現代社会における（社会）福祉の意義を理解する。またその意義がいかなる歴史的経緯を

踏まえて形成されてきたかを、イギリス及び日本の場合を例にとり、社会福祉の定義（概

念）を明瞭にする。   

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

 ・現代社会において福祉がなぜ必要なのかを説明できる。  

 ・「ナショナルミニマム」「劣等処遇の原則」などの基本用語を覚え、説明できる。  

 ・福祉六法を制定順に覚え、日本の福祉体制の構築過程を説明できる。  

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］  

 

 第 1 回 導入：「現代社会」がなぜ「福祉」を必要とするのか①  

第 2 回 導入：「現代社会」がなぜ「福祉」を必要とするのか②  

第 3 回  イギリス福祉制度の歴史① 

第 4 回 イギリス福祉制度の歴史② 

第 5 回 イギリス福祉制度の歴史③ 

第 6 回 イギリス福祉制度の歴史④ 

第 7 回 日本の福祉制度の歴史① 

第 8 回 日本の福祉制度の歴史② 

第 9 回 日本の福祉制度の歴史③ 

第 10 回 日本の福祉制度の歴史④ 

第 11 回 日本の福祉制度の歴史⑤ 

第 12 回 福祉制度と福祉政策① 

第 13 回 福祉制度と福祉政策② 

第 14 回 福祉制度と福祉政策③ 

第 15 回  期末考査 

［使用テキスト・参考文献］ 

 

『現代社会と福祉』（弘文堂）   

   

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修

得が必要 

 



授 業 概 要 

                       （社会福祉科） 

授業のタイトル（科目名） 

介護職員初任者研修Ⅰ 

授業の種類 

（ 講義・ 演習 ・実技） 

授業担当者  

川本公代（実務経験者） 

名地 宙（実務経験者）  

前原 良彦 

授業の回数 

  １５回 

時間数（単位数） 

 １５時間（1 単位） 

配当学年・時期 

１年 前期 

必修・選択 

 

［授業の目的・ねらい］ 

・介護保険制度の基本的なしくみを理解する  

・リハビリテーションの理念と考え方について理解する  

・障害者支援制度の基本的なしくみについて理解する 

・授業全体を振り返り介護職のやりがいを知る。  

・仕事に研修の大切さを理解する 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

・介護保険制度の基本的なしくみについて説明できる 

・様々なリハビリテーションの種類について説明できる  

・障害者支援制度の基本的なしくみについて説明できる  

・授業を振り返り介護の仕事のやりがいについて説明できる  

・研修の種類と目的を説明できる 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 1～６前原 7～12 名地 13～15 川本 

１人権と尊厳を支える介護 １人権と尊厳の保持 

２第１節 人権と尊厳を支える介護２ＩＣＦ、３ＱＯＬ、４ノーマライゼーション 

３第１節 人権と尊厳を支える介護 ５虐待防止・身体拘束禁止 

４第２節 自立に向けた介護    １自立支援 

５第２節 自立に向けた介護    ２介護予防 

６第２節 障害の医学的側面の基礎的知識 

７介護・福祉サービスの理解と医療の連携 介護保険制度① 

８介護・福祉サービスの理解と医療の連携 介護保険制度② 

９介護・福祉サービスの理解と医療の連携 医療との連携とリハビリテーション   

10 介護・福祉サービスの理解と医療の連携障害者自立支援制度およびその他の制度① 

11 介護・福祉サービスの理解と医療の連携障害者自立支援制度およびその他の制度② 

12 介護・福祉サービスの理解と医療の連携障害者自立支援制度およびその他の制度③ 

13 授業全体の振り返り  

14 授業全体の振り返り 発表 

15 継続的な研修  

［使用テキスト・参考文献］ 

介護職員初任者研修テキスト（中央法規）  

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修

得が必要 

 



授 業 概 要 

                        （社会福祉科） 

 授業のタイトル（科目名） 

初任者研修Ⅱ 

授業の種類 

（講義 ・ 演習 ・ 実習 ） 

授業担当者  

立花 匡真  

大矢 アキ子  

前原 良彦   

 授業の回数 

  15 回 

 時間数（単位数） 

  30時間（１単位） 

 配当学年・時期 

  １年・前期 

必修・選択 

必修 

［授業の目的・ねらい］ 

①介護職員初任者が踏まえるべきコミュニケーション技術を理解する 

②介護職員初任者が踏まえるべき老化について理解する 

③介護において認知症を理解することにより、認知症介護の原則を理解する 

④介護職員初任者が踏まえるべき障害に関する概念・制度・法律を理解する 

⑤介護職員初任者が踏まえるべき障害の疾患や症状を知り、その介護の基本を理解する 

 

［授業全体の内容の概要］ 

①介護職員初任者に必要な介護保におけるコミュニケーションとチームワークの在り方、老化

に伴う心の変化や高齢者の健康についての知識を学習する 

②正しく認知症を理解できる 

③介護において認知症ケアの理念を理解できる 

④介護において認知症介護の視点を理解できる 

⑤本人と家族の支援を理解できる 

⑥障害の概念とは何かを学ぶ 

⑦障害者を支える制度や仕組み・法律について理解する 

⑧障害の疾患や症状、介護における留意点について理解する 

⑨障害者を正しく理解し介護の基本姿勢を理解する 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

上記の知識について、基本的な理解を深め、業務の基盤をなす知識として定着している 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

第１回 第５章 介護におけるコミュニケーション① 

第２回 第５章 介護におけるコミュニケーション② 

第３回 第５章 介護におけるチームのコミュニケーション① 

第４回 第５章 介護におけるチームのコミュニケーション② 

第５回 第６章 老化に伴うこころ① 

第６回 第６章 老化に伴うこころ② 

第７回 第６章 高齢者の健康① 

第８回 第６章 高齢者の健康② 

第９回 認知症を取り巻く状況 認知症とは何か 認知症介護の歴史       

第 10 回 医学的側面からみた認知症 認知症の人の行動・心理症状 認知症の原因疾患診断と治療 

第 11 回 認知症の人に対する介護 認知症の人のこころとからだ 環境が与える影響 

認知症介護・非薬物療法 

第 12 回 家族支援 認知症の人と家族の現状  認知症の人と家族を支える 行政の取り組み 

第 13 回 第１節 障害の概念、ＩＣＦ、障害者福祉の基本理念 

第14回 第１節 視覚障害、聴覚平衡機能障害、音声・言語・咀嚼機能障害、肢体不自由、

内部障害 

第15回 第１節 障害の受容、知的障害、精神障害、高次脳機能障害、発達障害  



［使用テキスト・参考文献］ 

『介護職員初任者研修テキスト１』 

 黒澤貞夫他 編集／中央法規 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修得が必

要 

  



授 業 概 要 

                       （社会福祉科） 

授業のタイトル（科目名） 

初任者研修Ⅲ 

授業の種類 

 講義・実技・演習 

授業担当者 

前原良彦  

大矢アキ子 

川本公代（実務経験者）  

佐藤由香（実務経験者） 

名地宙（実務経験者） 

授業の回数 

   60 回 

時間数（単位数） 

 120 時間（4 単位） 

配当学年・時期 

1 年 前期 

必修・選択 

必修 

［授業の目的・ねらい］ 
・介護職員初任者が踏まえるべき職務と介護の基本を理解する 

・介護保険によるサービスの種類と、サービスが提供される場の特性を理解する  

・介護保険外のサービスの種類とサービスが提供される意義や目的を理解する  

・介護環境の特徴（施設と在宅の違い、地域包括ケアの方向性など）について理解する  

・介護職自身の健康管理の方法（病気や障害の予防と対策）について理解する  

・理論や法的根拠に基づく介護の基本的な考え方を理解できる  

・介護技術の根拠となる「こころのしくみ・からだのしくみ」に関する知識を習得する  

・終末期のとらえ方を学ぶ 

・家事援助の実際を具体的に理解する 

・住まいにおける安心・快適な屋内環境の確保の仕方について学ぶ  

・実際の介助方法を理解する 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

・介護職員の知識について、基本的な理解を深め、業務の基盤をなす知識として定

着している 

・介護保険サービスの種類と内容について説明できる 

・介護環境の特徴や違いについて説明できる  

・多職種連携の目的を理解し様々な専門職について説明できる  

・理論に基づく介護を理解できる  

・法的根拠を理解できる 

・介護に関するこころのしくみを理解できる  

・介護に関するからだのしくみを理解できる  

・ベッドを順序良く整えることができる 

・身支度（着替え）の支援ができる 

・睡眠と健康の関係が説明できる 

・家事援助の内容とそのポイントがわかる  

・日本の住宅構造の問題点を挙げ、その改善方法を説明できる  

・イラストを見て、用具名、パーツ名を答えることができる  

・事例から適切な介護の方法を選択できる  

・事例から適切な介護を実施することができる  



［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］  

1～8 名地 9～16 大矢 17～19 前原 20～40 佐藤 41～60 川本 

１・２職務の理解 多様なサービスの理解 

３  職務の理解に関するＤＶＤ視聴 

４  職務の理解 介護職の仕事内容や働く現場の理解 

５・６介護の基本 介護職の役割、専門性と多職種との連携 

７・８介護の基本 介護における安全の確保とリスクマネジメント  

９  介護の理論 介護の概念・定義 介護の歴史 

10  法的根拠にもとづく介護 介護の法的根拠 介護福祉士の資格取得について        

11・12・13 こころのしくみの理解 

14・15・16 からだのしくみの理解 

17・18 安心で快適な生活の場づくり 

19 福祉用具の活用 

20・21・22・23・24・25・26・27・28 移動・移乗 

29・30・31・32 食事 

33・34・35・36 排泄 

37・38 入浴 

39 手浴・足浴  

40 家庭での洗髪 入浴の介助   ケリーパッドの作り方  

41 家事援助 調理・栄養 

42 栄養と献立 

43 洗濯・ゴミ捨て 

44 衣服の管理 

45 買い物・家計管理 

46・47 ベッドメーキング 

48 整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた援助 

49 睡眠に関する基礎知識 睡眠不足が及ばす影響 加齢・病気・障害が睡眠に及ぼす影響 

50 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた援助 

51 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた援助                   

52 終末期の理解・苦痛の少ない死への支援 

53・54・55・56 介護過程の基礎理解 

57・58・59・60 総合生活支援技術演習             

［使用テキスト・参考文献］ 

介護職員初任者研修テキスト２ 

自立に向けた介護の実際 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験と実技試験を課し、到達目標の６

割以上の修得が必要 

 



 授 業 概 要 

                       （社会福祉科） 

授業のタイトル（科目名） 

心理学 

授業の種類 

（ 講義・ 演習 ・ 実習 ） 

授業担当者 

  田村 人志 

授業の回数 

   １５回 

時間数（単位数） 

  30 時間（１

単位） 

配当学年・時期 

1 年・前期 

必修・選択 

必修 

［授業の目的・ねらい］ 

心理学の基本知識（認知・記憶・学習）について学習する。また、その基本知識の定

着とともに、日常生活における心理学の応用部分にも触れる。  

人間の行動の欲求と動機づけがどのように心理学的に研究されてきているかについて

学習する。さらに各自の性格や感受の発達的成長についても学習する。  

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

・ 心理学の基礎理論（認知・記憶・学習）の知識を深める。 

 

・ 心理学における発達的要因の知識を深める。 

 

・ グループディスカッションやロールプレイの体験を通して、カウンセリング実践基礎

理論を理解する。 

  

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］  

コマ数 

1. 感覚・知覚 

2. 認知・学習 

3. 学習 

4. 記憶・知能 

5. 知能・創造性・欲求と欲求不満 

6. 動機づけの諸理論 

7. 葛藤と欲求不満・性格 

8. 性格・感情 

9. 子どもの感情の発達・発達 

10. 発達段階・障がいと発達  

11. 高齢者の発達心理・適応とストレス 

12. ストレスに関するさまざまな心理学的理解 

13. 人と人が関わる・集団とは 

14. コミュニケーションの基礎知識・面接・見立て  

15. 心理療法 

［使用テキスト・参考文献］ 

・「心理学理論と心理的支援」 

(中央規出版) 

・随時プリント配布 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修得が

必要 

 



授 業 概 要 

                       （社会福祉科） 

授業のタイトル（科目名） 

地域福祉論 

授業の種類 

（ 講義・ 演習 ・実技） 

授業担当者 

名地 宙（実務経験者） 

授業の回数 

  15 回 

時間数（単位数） 

 ３０時間（1 単位） 

配当学年・時期 

１年・前期 

必修・選択 

 

［授業の目的・ねらい］ 

・地域福祉の基本的な概念や理念について理解する 

・外国における地域福祉のあゆみ・日本における地域福祉のあゆみについて理解する 

 （地域福祉の歴史・地域福祉研究者による福祉理論）  

・地域福祉の役割と実際、活動について理解する（地域福祉にはどのような専門機関・  

専門職団体が存在し、どのような活動を行っているか。どのような専門職が存在するか、 

地域福祉計画についての理解） 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

・地域福祉の基本的な概念や理念について説明することができる。 

・諸外国や日本における地域福祉の歴史や理論について説明することができる。  

・地域福祉に実際に存在する専門機関・専門職団体・専門職について機関等のそれぞれの

役割や活動について説明することができる。  

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］  

１ 地域福祉の定義、理念、海外における地域福祉の起源について  

２ 海外の地域福祉・イギリスにおける地域福祉の発展について     

３ 海外の地域福祉・アメリカにおける地域福祉の発展について  

４ 日本における地域福祉の発展について 

５  イギリスと日本におけるコミュニテイケアの発展について  

６ 前半：日本における地域福祉理論について  

後半：豊中市社会福祉協議会ＣＳＷ勝部麗子氏の動画視聴  

７ 社会福祉協議会の成立・経過～日本の地域福祉諸政策について  

８ 地域福祉の主体と対象、活動内容について 

９ 地域福祉の推進における法制（社会福祉法） 

10 地域福祉に係る組織、団体について① 

11 地域福祉に係る組織、団体について②   

12 地域福祉に係る専門職について 

13 地域福祉における社会資源や福祉ニーズの把握方法について  

14 地域福祉における福祉サービスの評価・向上の取り組み  

15 福祉のまちづくりと福祉教育について 

 

［使用テキスト・参考文献］ 

『地域福祉の理論と方法』（弘文堂）  

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修

得が必要 

 



授 業 概 要 

                       （社会福祉科） 

授業のタイトル（科目名） 

秘書技能Ⅰ 

授業の種類 

（ 講義・ 演習 ・実技） 

授業担当者 

 川本 公代（実務経験者） 

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・前期 

必修・選択 

必修 

［授業の目的・ねらい］ 

・会社、組織の仕組みを知る 

・上司や同僚・仕事に関係する人とよい人間関係を築く基礎能力を身に付ける。 

・社会人としてのマナー（言葉遣いや電話対応・一般常識等）の基礎を身に付ける。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］  

・秘書検定 3 級に合格する。 

・社会人としての基本的な言葉遣いや立ち振る舞いができる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］  

 

１ 秘書検定の説明  社会人としての自己管理 秘書の資質  

２ 秘書に求められる能力  

３ 職務知識 秘書と上司の仕事の違い 秘書の職務の限界 

４ 秘書の職務の限界確認テスト  

５ 一般知識 

６ 金融と経営法務の基礎知識 

７ 職場と人間関係 

８ 接遇の表現  

９ 上手な話し方・聞き方  

10 忠告・注意と指導  

11 報告と説明 

12 来客応対の常識  

13 電話の受け方と取り次ぎ方   

14 慶事に関する業務とマナー贈答のしきたり 

15 会議の基礎知識   

16 メモの取り方   

17 文書の受信・発信  

18 「秘」扱い文書・取引に関する文書の基礎知識  

19 ファイリングの基礎知識  

20 資料の収集と管理・上司のスケジュール管理            

21 快適な室内環境の整備・オフィスのレイアウトと整頓・事務用品  

22 まとめ 重要用語の復習  

23～30 過去問題答練・練習問題答練・採点・点数記入・振り返り    

［使用テキスト・参考文献］ 

・この1冊で決める秘書検定２・３級合格

教本 

  新星出版社 

 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修

得が必要 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



授 業 概 要 

                        （社会福祉科） 

 授業のタイトル（科目名） 

文章表現法 

授業の種類 

（ 講義 ・ 演習 ・ 実習 ） 

授業担当者  

立花 匡真  

 授業の回数 

  １5回 

 時間数（単位数） 

  ３０時間（１単位） 

 配当学年・時期 

１年・前期（通年） 

必須・選択 

必須 

［授業の目的・ねらい］ 

①文章の内容を理解し、読み解き、主旨要旨をまとめる力を養成する（前期中心） 

②学生に必要なＴＰＯに応じた文書を作成できる（後期中心） 

［授業全体の内容の概要］ 

まずは、日本語の文章の言葉の規則を理解することで、論理力を身に付ける。さらには、要

旨主旨を読み解く技術を習得することで、大量の情報の書かれた文書から必要な情報を入手す

る手立てを手に入れる。これらの知識をもとに、後期授業の提出レポート作成の知識や技能に

つなげる。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

上記の知識について、基本的な理解を深め、業務の基盤をなす知識として定着している 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

 コマ数 

第１回 論理的に書くための六つのルール ①～③ 

第２回 論理的に書くための六つのルール ④～⑥  

第３回 考えを整理するためのその他の技術 

第４回 論理力トレーニング ステップ１   Ｑ １～Ｑ１６ 

第５回 論理力トレーニング ステップ１、２ Ｑ１７～Ｑ３２ 

第６回 論理力トレーニング ステップ２   Ｑ３３～Ｑ４８ 

第７回 論理力トレーニング ステップ２、３ Ｑ４９、５０、要旨主旨をまとめる方法① 

第８回 要旨主旨をまとめる方法② 

第９回 文章まとめトレーニング① 

第10回 文章まとめトレーニング② 

第11回 文章上達の極意７則、作文の書き方 

第12回 使ってはいけない言葉 

第13回 分かりやすい文章を書く 

第14回 正確な文章を書く、論理的な文章を書く 

第15回 期末試験 

［使用テキスト・参考文献］ 

『「論理力介」短期集中講座』フォレスト出版 

『出口汪の論理力トレーニング』ＰＨＰ文庫

ともに出口汪著 

［単位認定の方法及び基準］ 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修得が必要 

  



授 業 概 要 

                        （社会福祉科） 

 授業のタイトル（科目名） 

法 学 

授業の種類 

（ 講義 ・ 演習 ・ 実習 ） 

授業担当者  

立花 匡真  

 授業の回数 

  １５回 

 時間数（単位数） 

  ３０時間（１単位） 

 配当学年・時期 

  １年・前期（通年） 

必須・選択 

必須 

［授業の目的・ねらい］ 

①日本国憲法、民法、行政法の基本を理解する 

②成年後見制度の仕組みを理解する 

［授業全体の内容の概要］ 

社会福祉士に必要な法律関係の知識を全般的、網羅的に学習する 

［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 

第１回 １．相談援助活動と法との関わり（１）相談援助活動において想定される法律問題Ⅰ 

第２回 １．相談援助活動と法との関わり（１）相談援助活動において想定される法律問題Ⅱ 

第３回 １．相談援助活動と法との関わり（２）日本国憲法の基本原理の理解Ⅰ 

第４回 １．相談援助活動と法との関わり（２）日本国憲法の基本原理の理解Ⅱ 

第５回 １．相談援助活動と法との関わり（２）日本国憲法の基本原理の理解Ⅲ 

第６回 １．相談援助活動と法との関わり（２）日本国憲法の基本原理の理解Ⅳ 

第７回 １．相談援助活動と法との関わり（２）日本国憲法の基本原理の理解Ⅴ 

第８回 １．相談援助活動と法との関わり（２）日本国憲法の基本原理の理解Ⅵ 

第９回 １．相談援助活動と法との関わり（３）民法の理解Ⅰ 

第10回 １．相談援助活動と法との関わり（３）民法の理解Ⅱ 

第11回 １．相談援助活動と法との関わり（３）民法の理解Ⅲ 

第12回 １．相談援助活動と法との関わり（３）民法の理解Ⅳ 

第13回 １．相談援助活動と法との関わり（３）民法の理解Ⅴ 

第14回 １．相談援助活動と法との関わり（３）民法の理解Ⅵ及びプレテスト 

第15回 定期試験 

［使用テキスト・参考文献］ 

『新・社会福祉士養成講座１９ 権利擁護と

成年後見制度 第４版』 

 社会福祉士養成講座編集委員会編 著／中

央法規 

［単位認定の方法及び基準］ 

［単位認定の方法及び基準］ 

・単位取得には８割以上の出席が必要 

・筆記試験を課し、到達目標の６割以上の修得が必要 

  


	（前期）ビジネス文書
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