
授 業 概 要 
（社会福祉科） 

授業科目名 
  文章表現法 

授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 
遠山 千勇 

実務経験 
高等学校現代文・古典教員 34 年 

授業の回数 
   31 回 

時間数（単位数） 
  62 時間（２単位） 

配当学年・時期 
１年・前期 

（ 必修・ 選択 ） 

［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 

②学生に必要なＴＰＯに応じた文書を作成できる 

［授業全体の内容の概要］ 

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、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  

１．「第１回 論理的に書くための六つのルール ①～③」 

２．「第２回 論理的に書くための六つのルール ①～③

（続き）」 

３．「第３回 論理的に書くための六つのルール ④～⑥」 

４．「「第４回 論理的に書くための六つのルール ④～⑥

（続き）」 

５．「第５回 考えを整理するためのその他の技術」 

６．「第６回 考えを整理するためのその他の技術（続き）」 

７．「第７回 論理力トレーニング ステップ１ 主観を

排する Ｑ１～Ｑ１６」 

８．「第８回 論理力トレーニング ステップ１ 主観を

排する Ｑ１～Ｑ１６（続き）」 

９．「第９回 論理力トレーニング ステップ１、２ Ｑ

１７～Ｑ３２」 

10．「第１０回 論理力トレーニング ステップ１、２ Ｑ

１７～Ｑ３２（続き）」 

11．「第１１回 論理力トレーニング ステップ２ Ｑ３

３～Ｑ４８」 

12．「第１２回 論理力トレーニング ステップ２ Ｑ３

３～Ｑ４８（続き）」 

13．「第１３回 論理力トレーニング ステップ２、３ Ｑ

４９、５０、要旨主旨をまとめる方法①」 

14．「第１４回 論理力トレーニング ステップ２、３ Ｑ

４９、５０、要旨主旨をまとめる方法①（続き）」 

15．「第１５回 文章を適切な順番に並び替える方法」 

16.「第１６回 文章まとめトレーニング①」 

17．「第１７回 文章まとめトレーニング②」 

18．「第１８回 文章上達の極意７則、作文の書き方」 

19．「第１９回 使ってはいけない言葉」 

20．「第２０回 分かりやすい文章を書く」 

21．「第２１回 正確な文章を書く、論理的な文章を書く」 

22．「第２２回 作文作成演習Ⅰ」 

23．「第２３回 作文作成演習Ⅱ」 

24．「第２４回 レポート作成のための基礎知識Ⅰ」 

25．「第２５回 レポート作成のための基礎知識Ⅱ」 

26．「第２６回 レポート作成のための基礎知識Ⅱ」 

27．「第２７回 提出レポート作成演習Ⅰ」 

28．「第２８回 提出レポート作成演習Ⅱ」 

29．「第２９回 提出レポート作成演習Ⅲ」 

30．プレテスト 

31．期末試験  

［使用テキスト・参考文献］ オリジナルプリント 

［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 

  コミュニケーション実践Ⅰ 
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 

   16 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］ 

・自己覚知と聴くことの大切さを知りコミュニケーションを図ることができる。 

・基本的なビジネスマナーを身に付ける。 

［授業全体の内容の概要］ 

・グループワークで自己覚知を学ぶ。 

・社会人としての知識の習得を深め、時間内のテストで理解度を確認する。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

・ビジネスマナーが身についた言動ができる。 

・自分を理解した上で相手の気持ちを受けとめた関わりができる。 

 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］コマ数  

 

１．コミュニケーションとは何かを知る 

２．自分を知る  

３．自分の世界を広げる   

４．相手を理解する 

５．聴く技術を知る 

６．心理学を活かしたコミュニケーションを 

学ぶ 

７．適切なコミュニケーションを図ることがで

きる 

８．働く意識を持つ 

 

９．プロ意識を高める 

10．仕事中の態度とマナーを学ぶ 

11．職場での基本ルールとマナーを学ぶ 

12．指示の受け方と報告・連絡・相談 

13．介護施設・福祉施設のマナー 

14．在宅のマナーを理解する 

15．挨拶と身だしなみの基本がわかる 

16.期末考査 

 

［使用テキスト・参考文献］ 介護福祉スタッフマナー基本テキスト 

日本能率協会マネジメント協会 

［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(90％) 

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(10％) 

・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 

  地域福祉論 
授業の種類（  講義 ・ 演習 ・ 実習  ） 

授業担当者 

名地 宙 実務経験 

・病院・介護老人保健施設・デイサービス等におい

て、ソーシャルワーカーとして勤務。・若者サポート

支援センターにて、相談員として勤務。 

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・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） 

［授業全体の内容の概要］ 

・授業は、テキストをメインに教員が作成した資料を補助として使用する 

・地域福祉の動向等に関しては必要な情報を検索し把握する。社会福祉関連法制に関しては、福

祉六法を使用し、条文の確認を行う 

・CSW として活動している豊中市社会福祉協議会・勝部麗子氏の動画を視聴する 

［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］コマ数 （15 回までの場合はセル結合） 

 

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．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 

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：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 

16.期末考査 



［使用テキスト・参考文献］ ・山本美香著 『地域福祉の理論と方法』 株式会社弘文堂 

 2017 年 2 月発行 価格：2,500 円＋税 

 ISBN978—4—335—61177—3 

［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、居眠りをしているか授業に積極的に参

加しているかについて評価する（10％） 

・提出課題がある場合において、期日までに提出されているかを

重点に評価する（5％） 
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