
2021 年度
（令和３年度入学生用）
各科目学習指導案
（シラバス）

社会福祉士通信課程
（一般養成）



[学習の目的・目標]

１　生命の誕生から死を迎えるまでの人間の一生で、各ライフステージにおける身体的および精

　神的な成長と発達、もしくは、退化の特性を理解する。

２　人間を構成している重要臓器・器官の構造と機能を理解する。人間が生命体として存在する

　ためにはこれらの臓器・器官の機能が統合調節されていることが必要であることを理解する。

３　社会福祉士として知っておかなければならない疾患の概要を学ぶ。特に、臓器の構造と機能

　の異常と疾患を関連づけて学ぶ。

４　身体障害及び精神障害のそれぞれについて障害の原因、症状、治療法などを障害支援の方法

　と関連づけながら理解する。

５　障害を受けた身体機能をもとどおりにする機能回復訓練に加え、障害者の人間らしく生きる

　権利を回復し、全人的復権を果たすことを目的とするリハビリテーションの重要性を理解する。

６　健康状態（生活機能）とその制限（障害）に関する新たな分類として最近承認された国際生

　活機能分類(ICF)を理解する。

７　人口統計から見た国民の健康状態の特性を学び、国民の健康保持と増進をはかる国の健康施

　策を理解する。　 

[学習の進め方]

１　人の成長･発達と老化 ３　疾病の概要
　①　身体･精神の成長と発達 　①　生活習慣病
　　１）胎児期 　②　悪性腫瘍
　　２）乳幼児期　　 　③　脳血管疾患
　　３）児童期　　 　④　心疾患
　　４）青年･中年期 　⑤　高血圧
　②　老化　 　⑥　糖尿病と内分泌疾患
　　１）高齢者の特徴 　⑦　呼吸器疾患
　　２）老化に伴う身体･生理面の変化 　⑧　消化器疾患
　　３）老化に伴う精神面の変化 　⑨　血液疾患と膠原病

　⑩　腎臓疾患

２　身体構造と心身の機能 　⑪　泌尿器疾患
　①　身体各部の名称 　⑫　骨・関節疾患
　　１）身体各部の名称 　⑬　目・耳の疾患
　　２）骨の名称　　 　⑭　感染症
　②　各器官の構造と機能 　⑮　神経疾患と難病
　　１）水分と脱水 　⑯　先天性疾患
　　２）血液の成分 　⑰　その他の高齢者に多い疾患
　　３）心臓の構造と循環
　　４）腎臓の構造と泌尿器 ４　障害の概要
　　５）呼吸器の構造と換気 　①　視覚障害
　　６）消化と吸収 　②　聴覚障害
　　７）神経の構造と機能 　③　平衡機能障害
　　８）身体機能の調節 　④　肢体不自由

　⑤　内部障害
　⑥　知的障害
　⑦　発達障害
　⑧　認知症
　⑨　高次脳機能障害
　⑩　精神障害

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　①　２０２1年　８月末

人体の構造と機能及び疾病
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　内藤　春彦

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　①　２０２1年１１月末頃



５　リハビリテーションの概要

６　国際生活機能分類(ICF)の基本的な考え方と概要

７　健康のとらえかた
　①　健康の概念とプライマリヘルスケア
　②　日本の人口統計
　　１）人口静態
　　２）人口動態　　
　　３）主要死因
　③　国民健康づくり対策
　　１）健康日本２１
　　２）感染症対策
　　３）産業保健
　　４）歯科保健

■レポート課題　学習期間　（２０２１年５月～２０２１年８月）

[参考文献]

１　数多くの関連出版物が存在します。公立図書館などで調べて参照して下さい。これらの書物
　　から内容を引用するときには、引用文献として課題レポートに論文名、著者、出版社など必
　　要なデータを記載してください。
２　インターネットを利用して検索することも可能ですが、間違った情報が紛れ込んでいること
　　があります。引用する場合には十分に内容を確かめ、情報の出典を明らかにしてレポートに
　　記載してください。

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。

　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

１　心理学がどのような学問なのかを知る。

２　心理学の諸領域について知識を得る。

[学習の進め方]

　　　学習の進め方は教科書に沿って作成してある。教科書の内容のうち，各章で，社会福祉士の

　　国家試験対策のポイントを記した。教科書の章では，特に，第１章（性格），第３章（欲求と

　　動機づけ），第６章（学習），第９章（発達の概念），第１０章（適応とストレス），第１１

　　章（面接，心理療法）が重要な箇所で，国家試験の頻出内容である。心理学用語をその内容や

    人名と関連づけながら覚えていくとよい。　　

[学習の内容]
　１　心理学の歴史と概要（教科書序章）
　　①　心理学の歴史と分野について知る

　　　（序章は歴史と概要ですので，一度読んで，全部学んだ後に読み返してください。）

　２　性格　（教科書第１章）
　　①　類型論と特性論

　　　１）類型論の特徴，その代表的な理論を覚える。

　　　２）特性論の特徴，その代表的な理論を覚える。

　３　感情　（教科書第２章）
　　①　感情に関する用語について整理する。

　　②  子どもの感情の発達について学ぶ。

　 　　　１）用語（愛着，情動調律，共感）を覚える。

　４　欲求と動機づけ　（教科書第３章）
　　　①　欲求の用語について整理しながら覚える。

　　　　１）一次的欲求，二次的欲求を覚える。

　　　　２）欲求階層説（マズロー）を覚える。

　　　　３）社会的動機づけについて用語を整理しながら覚える。

　　　②　達成動機

　　　③　葛藤と欲求不満について用語を整理しながら覚える。

　　　　１）防衛機制（フロイト）の仕組みとその種類について（かなり重要なポイント）

　５　感覚、知覚、認知　（教科書第４章）
　　　①　感覚，知覚，認知の違いについて学ぶ。

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　①　２０２１年　８月末

心理学理論と心理的支援
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　槙　洋一

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　①　２０２１年１１月末頃



　６　学習と記憶（教科書第５章）
　　　　※　「学習」は心理療法の１つの「行動療法」の基礎なので重要である。

　　　①　レスポンデント条件づけについて用語を整理しながら覚える。

　　　　１）パブロフ，無条件反応，条件反応，条件刺激，条件反応，強化

　　　②　オペラント条件づけについて用語を整理しながら覚える。

　　　　１）スキナー，正の強化，負の強化，正の罰，負の罰，消去，強化スケジュール

　　　③　観察と洞察について用語を整理しながら覚える。

　　　　１）試行錯誤学習，洞察学習，☆観察学習

　７　知能，創造性，思考（教科書第６章）
　　　①　知能検査の内容と種類について用語を整理しながら覚える。

　　　　１）ウェクスラー式知能検査（WAIS,WISC,WPPSI）の種類と対象年齢を覚える。

　　　②　知能の発達段階について用語を整理しながら覚える。

　　　　１）ピアジェ，感覚運動期，前操作期，具体的操作期，形式的操作期

　８　人間関係と集団（教科書第７章）
　　　①　対人認知や集団について学ぶ。

　９　対人交流とコミュニケーション（教科書第８章）
　　　①　言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションについて学ぶ。

　１０　発達の概念（教科書第９章）
　　　①　発達について遺伝と環境に踏まえながら，用語を整理して覚える。

　　　　１）遺伝説，環境説，成熟，臨界期，刷り込み，スカモンの発達曲線

　　　②　発達段階と発達課題について用語を整理しながら覚える。

　　　　１）ピアジェの発達段階説（区分，名称，内容）を覚える　。

　　　　２）エリクソンの発達段階説（区分，名称，内容）を覚える。

　　　　３）アタッチメント

　　　③　発達障害について用語を整理し，内容を覚える。

　　　　１）広汎性発達障害，注意欠陥多動性障害，学習障害

　１１　適応とストレス（教科書第10章）
　　　①　ストレスについて用語を整理しながら覚える。

　　　　１）ストレッサー，ストレス反応，ホメオスタシス，アパシー，バーンアウト，ソーシャ

　　　　　　ル・サポート，コーピング

　１２　面接，見立て，心理療法（教科書第11章）
　　　①　見立て（心理的アセスメント）の際に行う心理テストについて，種類とその内容を整理

　　　　　して覚える。

　　　　１）質問紙法（ＹＧＰＩ，ＭＭＰＩ，ＣＭＩ），投影法（ロールシャッハ，ＴＡＴ，ＰＦ

　　　　　　スタディ），作業法（内田クレペリン）

　　　②　心理療法について，種類とその内容，その代表者（人名）を整理して覚える。

　　　　１）パーソンセンタードカウンセリング（来談者中心療法），精神分析，行動療法，遊戯

　　　　　　療法，動作療法，ブリーフセラピー，家族療法，心理劇，ＳＳＴ

　１３　脳と心
　　　①　高次脳機能性障害について用語とその内容を覚える。

　　　　１）意識障害，失語，健忘，遂行機能障害，失認，失行



■レポート課題　学習期間　（２０２１年５月～２０２１年８月）

[参考文献]　ここであげた文献で課題をこなせない場合，自分にあった文献を探してください。

 　　１　長谷川 寿一  他著　『はじめて出会う心理学 改訂版』　有斐閣アルマ (2008)

　　　※　体系的にまとまった，わかりやすい心理学の教科書。

 　　２　無藤 隆, 大坪 治彦, 岡本 祐子 編 『よくわかる発達心理学』ミネルヴァ書房 (2004)　

 　　３　下山 晴彦 編  『よくわかる臨床心理学』  ミネルヴァ書房 (2003)　

　　　※　２～４は国家試験対策の本。社会福祉士の国家試験の心理学が問題は６～７割が臨床心

　　　　理学，発達心理学から出題される。この２領域のわかりやすい参考書に「よくわかるシリ

　　　　ーズ」を勧めます。

 　　４　二宮 克美, 宮沢 秀次, 大野木 裕明 著 『自分でできる心理学問題集』 ﾅｶﾆｼﾔ出版 (1998)

      ※公務員・資格試験によく出題される用語をまとめた問題集。用語の暗記用にお勧めです。

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。

　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]
１　広義の社会を観察する社会学的視点を理解する。

２　日常生活における「社会的なるもの」への関心を高めるために、家族、生活、地域とい

    った身近な事柄を「社会学的にいかに見るか」を理解する。

３　マクロな社会と、ミクロな人間関係との関係を分析する社会学的視点を理解する。

４　限界における社会問題の発生原因を、社会の変動と、それに伴う人間関係の変化という

    視点から理解する。

[学習の進め方]
１　テキストを購読する

　　・広義の社会　日常生活における「社会学的なもの」広義の社会と人間関係との関連社

　　　会問題に関する基本的視座を理解する。

２　現代の社会問題・社会的事象への関心を高める

　　「何が問題なのか」「どのような解決方法があるか」を考察する。

３　必要に応じて参考文献を熟読し、社会学的理解を深める

[学 習 内 容]
１　社会学とは

２　現代社会の理解（社会システム　法と社会システム　経済と社会システム　社会変動）

３　生活の理解（生活の捉え方　家族　地域）

４　人と社会の関係（社会的行為　社会的役割　社会集団と組織　社会的ジレンマ　社会関

　　係資本と社会的連帯）

５　社会問題

■レポート課題　　学習期間　（２０２２年１月～２０２２年４月）

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。

　　　気を配り、いわゆる評論家的な視点や単純な善悪の判断ではなく、「なぜ、起こった」

　　・日々、新聞やテレビなどのマス・メディアやＷｅｂなどで配信されているニュースに

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　①　２０２２年　７月末頃

社会理論と社会システム

学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　杉本　大輔

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　①　２０２２年　４月末



[参考・推薦図書]
課題１－１

　亀田達也・村田光二(著)｢複雑さに挑む社会心理学ー適応エージェントとしての人間」序章～

　第２章有斐閣アルマ　2000年

課題１－２

　金子勇「『時代診断』の社会学」第3章　人間関係と家族の問題　ミネルヴァ書房　2013年

課題１－３

　土井隆義「非行文化を喪失した少年犯罪ー『優しい関係』を生きる現代の若者たちー」

　友枝敏雄・山田真茂留『Do！ソシオロジー現代日本を社会学で診る」第3章有斐閣アルマ2007年

課題１－４

　山田真茂留「弧人化する社会と親密製の罠ー今日的な関係の諸問題ー」

　友枝敏雄・山田真茂留『Do！ソシオロジー現代日本を社会学で診る」第1章有斐閣アルマ2007年　

課題１－５

　山田昌弘「リスク社会の克服ーリスクとつきあって生きていく時代にー」

　友枝敏雄・山田真茂留「Do！ソシオロジー現代日本を社会学で診る」第9章有斐閣アルマ2007年

[推薦図書]
金菱清「新　体感する社会学　Oh!My Sociology」新曜社2014年

宮台真司「日本の難点」幻冬舎新書2009年

新睦人（編）「新しい社会学の歩み」有斐閣アルマ2006年

那須壽（編）「クロニクル社会学ー人と理論の魅力を語るー」有斐閣アルマ1997年

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　



[学習の目的・目標]

１　現代社会における福祉制度と福祉政策の展開やその概念と意義について学習し、現代社会の

　　生活問題に注目しつつ福祉政策の現状と課題について考察する。

２　社会福祉の原理について哲学的視点から学び、福祉の倫理について深く考察するとともに社

　　会福祉の意義と機能と役割について理解する。

３　福祉制度の発達過程について社会的・政治的・経済的背景を理解し、現代の社会問題につい

　　て見識を広め、福祉制度や福祉政策の意義について理解する。

[学習の進め方・内容]

１　現代社会における福祉制度と福祉政策
１)福祉制度の概念と理念

２)福祉政策の概念と理念

３)福祉制度と福祉政策の関係

４)福祉政策と政治の関係

５)福祉政策の主体と対象

２　福祉の原理をめぐる理論と哲学
１)福祉の原理をめぐる理論

２)福祉の原理をめぐる哲学と倫理

３　福祉制度の発達過程
１)前近代社会と福祉

救貧法、慈善事業、博愛事業、相互扶助

２)産業社会と福祉

社会保険・社会保障の発達、福祉国家の成立

慈善救済事業、社会事業の発達

３)現代社会と福祉

第二次世界大戦後の窮乏社会と福祉、経済成長と福祉

新自由主義、ポスト産業社会、グロ－バル化、リスク社会、福祉多元主義

その他

４　福祉政策におけるニーズと資源
１)需要とニーズの概念

需要の定義、ニーズの定義

２)資源の概念

資源の定義

その他

５　福祉政策の課題
１)福祉政策と社会問題

貧困、孤独、失業、要援護（児童、老齢、障害、寡婦）、偏見と差別、社会的排除、ヴァ

ルネラビリティ、リスク

現代社会と福祉
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　大友　駿

レポート提出回数 2 　回 添削返却時期
　①　２０２１年１１月末頃
　②　２０２２年　３月末頃

自 宅 学 習 時 間 180 　時間 提出期限(学生）
　①　２０２１年８月末
　②　２０２１年１２月末



２)福祉政策の現代的課題

社会的包摂、社会連帯、セーフティネット

３)福祉政策の課題と国際比較（国際動向を含む。）

６　福祉政策の構成要素
１)福祉政策の論点

効率性と公平性、必要と資源、普遍主義と選別主義、自立と依存、自己選択とパターナリ

ズム、参加とエンパワーメント、ジェンダー、福祉政策の視座

２)福祉政策における政府の役割

３)福祉政策における市場の役割

４)福祉政策における国民の役割

５)福祉政策の手法と政策決定過程と政策評価

福祉政策の方法・手段

６)福祉供給部門

政府部門、民間営利部門、ボランタリー部門（民間非営利部門）、インフォーマル部門

その他

７)福祉供給過程

公私（民）関係、再分配、割当、行財政、計画

その他

８)福祉利用過程

スティグマ、情報の非対称性、受給資格とシティズンシップ

その他

７　福祉政策と関連政策
１)福祉政策と教育政策

２)福祉政策と住宅政策

３)福祉政策と労働政策

８　相談援助活動と福祉政策の関係
１)福祉供給の政策過程と実施過程

■レポート課題　　
[注意]

１　レポート課題作成にあたっては、学習の手引き「課題レポートの作成」を熟読し、作成
　　のルールに準じてください。
２　誤字・脱字、段落の始まりを一字下げていない等の原稿用紙の使い方が不適切な箇所に
　　ついては、その都度減点します。また、箇条書きでの記述も減点します。
３　参考文献が書かれていないレポートは大幅減点とします。また、参考文献は（編）著者
　　名、出版年、文献名、出版社を、参考URLには、ページのタイトル、具体的なURL、閲覧
　　日を必ず明記してください。これらのどれかが欠けた場合、減点します。
４　内容について、テキストや参考文献等をまとめただけのものは評価が低く、文献を読み、
　　解釈した上で、「自分の言葉」で記述しているレポートおよび自分なりの意見や考察を
　　記述しているレポートは評価が高くなります。
５　各課題ごとに「必要項目」を設けています。すべての必要項目を満たしていないレポー
　　トは再提出となる可能性があります。なお、必要項目以外に考察や自分の考えを述べる
　　ことは問題ありません。



■レポート課題　　学習期間　（２０２１年５月～２０２１年１２月）

[参考文献]

１　社会福祉士養成講座編集委員会編（2014）『現代社会と福祉（第4版）』中央法規出版

２　佐橋克彦・島津淳・西崎緑ほか編（2018）『現代社会と福祉』電気書院

３　平岡公一・杉野昭博・所道彦ほか編（2011）『社会福祉学』有斐閣

４　『月刊福祉（社会福祉関係施策資料集）』※毎年刊行されており、社会福祉に関する政

　　府の報告書などが充実しています。

５　エスピン・アンデルセン著、岡沢憲芙、宮本太郎監訳（2001）『福祉資本主義と三つの世界』

　　ミネルヴァ書房

６　エスピン・アンデルセン著、渡辺雅男、渡辺景子訳（2000）『ポスト工業社会の社会的基礎』

　　桜井書店

・その他、文献、新聞、資料、インターネットなどを駆使して調べてください。

・課題１-２、１-３についてまとめる際には、参考文献４や国立社会保障・人口問題研究所によ
　ってインターネット上にアップされている政府の報告書などを参考にすると理解が深まります。

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。

　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

　地域福祉は２１世紀の社会福祉における新しい考え方であり、新しい福祉サービスシステムで

ある。特に社会福祉法（２０００年）が制定されてから地域福祉は社会福祉のメインストリーム

となり、注目されているものである。さらに、２０１７年度において、その実質的地域福祉の展

開を目指して法改正が行われている（法：第4条第2項、第6条第2項、第106の二及び三、第107条

関係等）。また、２０２０年度改正では「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制の整備

のための「重層的支援体制整備事業」（法第106条の四）が新設された。（さらに、法第６条第

２項、第106条の五及び六等も参照）

　その意味で今後の社会福祉の実践や政策展開において、地域福祉の理解は重要になっている。

ついては、以下の五つの目標に基づき学習されることが求められる。

１　地域福祉の基本的考え方（権利擁護、地域自立生活支援、地域移行、社会的包摂等）につい

　　て理解する。

２　地域福祉の主体（形成）と対象について、改正社会福祉士法等を踏まえて理解する。

３　地域福祉に係る組織・団体（社会福祉協議会、共同募金会、等）及び専門職の役割と実際に

　　ついて理解する。

４　地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む）の意義と方法及びそ

　　の実際について理解する。

５　地域福祉の推進方法（社会資源の活用・開発、福祉ニーズの把握方法、市町村地域福祉計画

　　と住民参加、地域包括ケアシステムの構築方法など）について理解する。

[学習の進め方・内容]

１　テキストを中心に関係個所を見てみる
　１）地域福祉の基本的考え方（テキスト第２章）

　　①地域福祉の概念と理論の発展（第１節）

　　②地域福祉の理念－地域自立生活支援を中心に－

　　③地域福祉における「地域社会」のとらえ方

　２）地域福祉の主体形成と福祉教育（第３章）

　３）地域福祉に係る組織・団体・専門職（第４章）

　　①社会福祉協議会、社会福祉法人、特定非営利活動法人など（第４章）

　　②民生委員・児童委員、保護司、福祉活動専門員など（第４章）

　４）地域福祉におけるネットワーキングとコミュニティソーシャルワーク（第５章）

　５）地域福祉の推進方法

　　①市町村地域福祉計画と住民参加の意義と方法（第６章）

　　②社会資源の活用・調整・開発（第８章）

　　③地域における福祉ニーズの把握の方法（第９章）

　　④地域トータルケアシステムの構築方法と実際（第１０章）

レポート提出回数 2 　回 添削返却時期
　①　２０２２年　７月頃
　②　２０２２年１１月頃

地域福祉の理論と方法
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　大内　髙雄

自 宅 学 習 時 間 180 　時間 提出期限(学生）
　①　２０２２年　４月末
　②　２０２２年　８月末



２　学習（レポート作成を含む）における留意事項
　１）レポートの作成にあたっては、必ず『学習の手引きの課題レポートの作成と学び方』で確

　　　認しまとめてください。特に作成にあたり参考・引用（テキストを含む）文献は必ず記載

　　　してください。さらに自分の体験・経験だけのまとめや文献などの丸写しはさけ、それら

　　　を踏まえての自分の考え・主張を入れるようにしてください。また、特に近年の社会福祉

　　　法等の改正は必ず確認してください。以上の点が不十分な場合は減点となります。

　２）地域福祉は今日の社会福祉の主流化になっていることに留意し、日ごろから新聞（特に福

　　　祉新聞は参考）や月刊福祉、地域福祉研究（日本生命済生会）などに目を通す習慣をつけ

　　　られると良いでしょう。また、地域福祉のキーワードや関係法令などや、地域福祉に関す

　　　る厚生労働省の基本的な報告書などはぜひ熟読し整理しておかれると良いでしょう。

■レポート課題　　学習期間　（２０２２年１月～２０２２年８月）

[参考文献等]

・日本地域福祉学会編『新版地域福祉辞典』中央法規　2006年

・社会福祉法令研究会編『社会福祉法の解説』中央法規　2001年

・和田敏明編　『改訂　概説　社会福祉協議会』全国社会福祉協議会　2018年

・武川正吾編『地域福祉計画－ガバナンス時代の社会福祉計画－』有斐閣　2005年

・岡村重夫『地域福祉論』光生館　1974年

・厚労省『地域力強化検討会報告書』（2016年12月、2017年9月）

・厚労省『地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会』（地域共生社会推

 進検討会）最終とりまとめ　 2019年12月

・厚労省老人保健健康増進事業『地域包括ケア研究会報告』

・社会福祉士養成講座編集委員会『地域福祉の理論と方法　第３版』 中央法規 　2015年　

・社会福祉士養成講座編集委員会『福祉行財政と福祉計画　第5版』 中央法規 　2017年　

・社会福祉士養成講座編集委員会『高齢者に対する支援と介護保険制度　第６版』 中央法規 　2016年

・日本ソーシャルワーク教育学連盟編集『６　地域福祉と包括的支援体制』中央法規　2021年

・中島修・菱沼幹男共編『コミュニティソーシャルワークの理論と方法』 中央法規 　2015年　

・勝部麗子『ひとりぼっちをつくらない』 全国社会福祉協議会　2016年

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

･大橋謙策編著『講座ケア　第2巻　ケアとコミュニティ』ミネルヴァ書房　2014年

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

　本科目は、社会福祉士国家試験指定科目であり、以下の４点を理解してほしい。
１　福祉行政の実施体制（国と地方、福祉行政の組織や専門職の役割）
２　福祉行財政の動向
３　福祉計画の意義と目的
４　福祉計画の主体と方法

　ねらい（目標）
１　福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織
　　及び団体、専門職の役割を含む）について理解する。
２　福祉行財政の実際について理解する。
３　福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。

[学習の進め方・内容]

福祉行政に関して　　
１　福祉行財政 

　　①　福祉と制度，福祉の法制度の展開を構造的に理解する。 

　　②　福祉計画の目的と概要を理解する。

２　福祉行政 

　　①　行政の骨格，社会福祉と法制度の関係を理解する。 

　　②　福祉行政の組織体系や社会福祉の行政基盤の構造を理解する。 

３　福祉財政 

　　①　財政と社会福祉，一般会計予算と社会保障関係費の動向を理解する。

　　②　地方自治体の財政と民生費の動向を理解する。 

　　③　民間社会福祉事業の財源を理解する。

　　④　福祉サービスの利用と費用負担の仕組みをを理解する。 

４　福祉行政の組織，団体及び専門職の役割 

　　①　社会保障構造改革における社会福祉基盤構造改革を理解する。

　　　　改革後の相談課程（自由選択・契約）と相談体制（自己決定・自立支援）を理解

　　　　する。 

　　②　専門諸機関，地域の相談システム

　　　　地域包括ケアシステム（ケアマジメント、ネットワーク、トータルケアシステム）

　　　　の構造を理解する。　

福祉計画に関して
１　福祉計画 福祉計画の目的と意義 を理解する。

　　①　福祉計画の目的と意義

　　②　福祉援助の現場から求められる福祉計画立案の要因を理解する。

　　③　計画のサイクルと福祉援助の現場への実践展開を理解する。 

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　２０２２年１１月末頃

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　２０２２年　８月末

福祉行財政と福祉計画
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　船木　幸弘



２　福祉計画の理論と技法 

　　①　福祉計画の基本的視点を概観し、整理する。

　　②　福祉計画の過程と留意点 について、展開過程毎に整理する。

　　③　福祉計画におけるニーズ把握と評価の手法を理解する。

　　　　１）質的ニーズ・量的ニーズ、一般（普遍）的ニーズ・個別（特殊）的ニーズの

　　　　　　理解。

　　　　２）主体的評価、客体的評価、結果、影響力、等の理解。　

　　④　福祉計画における住民参加 

　　　　１）住民参加の目的と意図を理解する。　
　　　　２）社会福祉における住民参加と技法を理解する。

３　福祉計画の実際 
　　①　福祉計画の事例研究の視点
　　　　１）福祉計画の有用性を説明することが出来る。
　　　　２）福祉計画策定の目的を説明できる。
　　②　老人福祉計画・介護保険事業計画 
　　③　障害者計画・障害福祉計画
　　④　次世代育成支援行動計画 
　　⑤　地域福祉計画

■レポート課題　　学習期間　（２０２２年５月～２０２２年８月）

[参考文献]
１　テキスト　社会福祉士養成講座編集委員会10『福祉行財政と福祉計画　第５版』
　　　　　　中央法規出版

２　社会福祉の動向編集委員会「社会福祉の動向　2021」　中央法規出版

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

１　社会保障の歴史、役割・機能およびその概念について理解する。
２　社会保障の必要性についての考え方を理解する。
３　社会保障の抱えている問題や課題について理解する。
４　年金、医療、介護、児童、生活保護などの各制度の内容と課題について理解する。
５　諸外国の社会保障制度の概要を比較し、それぞれの特徴について理解する。
６　以上を踏まえて、社会保障制度のあり方について自分なりの考えを構築する。

[学習の進め方・内容]

１　現代社会における社会保障制度の課題
１）人口動態の変化、少子高齢化
２）労働環境の変化

 正規雇用と非正規雇用
 男女雇用機会均等法
 ワークライフバランス

２　社会保障の概念や対象及びその理念
１）社会保障の概念と範囲
２）社会保障の役割と意義
３）社会保障の理念
４）社会保障の対象
５）社会保障制度の発達

 社会保障制度改革の概要

３　社会保障の財源と費用
１）社会保障の財源
２）社会保障給付費
３）国民負担率

４　社会保険と社会扶助の関係
１）社会保険の概念と範囲
２）社会扶助の概念と範囲

５　公的保険制度と民間保険制度の関係
１）公的施策と民間保険の現状

６　社会保障制度の体系
１）年金保険制度の概要
２）医療保険制度の概要
３）介護保険制度の概要
４）労災保険制度の概要
５）雇用保険制度の概要
６）社会福祉制度の概要
７）生活保護制度の概要
８）家族手当制度の概要

７　年金保険制度の具体的内容
１）国民年金
２）厚生年金

自 宅 学 習 時 間 180 　時間 提出期限(学生）
　①　２０２１年　８月末
　②　２０２１年１２月末

社会保障
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　大友　駿

レポート提出回数 2 　回 添削返却時期
　①　２０２１年１１月末頃
　②　２０２２年　３月末頃



８　医療保険制度の具体的内容
１）国民健康保険
２）健康保険
３）各種共済組合の医療保険

９　諸外国における社会保障制度の概要
１）先進諸国における社会保障制度の概要

■レポート課題　　学習期間　（２０２１年５月～２０２１年１２月）

[参考文献]

１　社会福祉士養成講座編集委員会編（2019）『社会保障（第6版）』中央法規出版

２　木下武徳・吉田健三・加藤美穂子編（2017）『日本の社会保障システム』東京大学出版

３　坂口正之・岡田忠克 編（2018）『よくわかる社会保障（第5版）』ミネルヴァ書房

４　川村匡由編（2020）『福祉ライブラリ 改訂 社会保障』建帛社

５　『社会福祉学習双書編集委員会』（2020）『社会保障論』全国社会福祉協議会

　 その他、新聞、本、資料、インターネットなどを駆使して調べてください。

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　

　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

１　「障害」の概念と障害者福祉の理念について理解する。

２　障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢や福祉・介護需要（地域移行や就労の実態を
　　含む）について理解する。

３　障害者福祉制度の発展過程について理解する。

４　相談援助活動において必要となる障害者総合支援法や障害者の福祉・介護に係る他の法制
　　について理解する。

[学習の進め方・内容]

１　　障害者を取り巻く社会情勢と生活実態 
　１）障害者取り巻く社会情勢
　２）障害者の生活実態　
　３）障害とは　

２　　障害者に関わる理念と法体系
　１）ノーマライゼーションとソーシャルインクルージョン
　２）障害者基本法
　３）障害者に関わる法律の体系

３　　障害者総合支援制度①
　１）障害者総合支援法の理念・考え方　
　２）自立支援給付　
　３）支給決定のプロセス　　　
　４）自立支援医療費と補装具費
　５）地域生活支援事業　
　６）障害福祉計画

４　　障害者総合支援制度② 
　１）障害児に対する支援
　２）苦情解決 
　３）審査請求
　４）近年の動向

５　　組織・機関の役割　
　１）行政機関の役割
　２）指定障害福祉サービス事業者および支援施設の役割　
　３）国民健康保険団体連合会の役割　
　４）労働機関の役割　
　５）教育機関の役割

６　　専門職の役割実際　
　１）専門職の価値と倫理　　
　２）障害者総合支援法に基づく主な専門職　
　３）相談支援専門員の役割と実際　
　４）サービス管理責任者の役割と実際　
　５）生活支援員の役割と実際　　
　６）居宅介護の従業員の役割と実際

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　　２０２１年１２月末

　　　　障害者に対する支援と
　　　　障害者自立支援制度

学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　廣畑　圭介

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　　２０２２年　３月末頃



７　　多職種連携・ネットワーキング
　１）連携の意味　
　２）医療・教育・労働機関との連携
　３）連携の方法と実際

８　　障害者に関連する法律　
　１）３障害に関する法律
　２）発達障害者支援法
  ３）障害者差別解消法
　４）その他の関連法

■レポート課題　学習期間　（２０２１年９月 ～ ２０２１年１２月）

[参考文献]
・星加良司『障害とは何か－ディスアビリティの社会理論に向けて－』（生活書院，2007）
・岡田武世編著『人間発達と障害者福祉』（川島書店，1986）
・安積純子，岡原正幸，尾中文哉，立岩真也『生の技法－家と施設を出て暮らす障害者の
　社会学－』
（生活書院，1995）
・岡部耕典『障害者自立支援法とケアの自立－パーソナルアシスタンスとダイレクトペイ
　メント－』
（明石書店，2006）
・杉野昭博『障害学－理論形成と射程』（東京大学出版会，2007）
・榊原賢二郎編著『障がい社会学という視座－社会モデルから社会学的反省へ―』

（新曜社，2019）

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

１　貧困者、低所得者などに対する相談援助活動において必要となる「公的扶助とは何か」、その概念、範囲、特

　　徴及び現代社会において果たしている意義・役割と公的扶助制度の歴史について学ぶ。　

２　わが国の公的扶助の中核をなす生活保護制度の仕組み(原理、原則、扶助の種類等)を学び、併せて近年の

　　生活保護の動向を理解する。　

３　低所得者対策の主要施策である生活困窮者自立支援法をはじめ生活福祉資金貸付制度、社会手当及びホ

　　ームレス対策等について学ぶ。　　

４　福祉事務所の設置、組織体制及び「保護の実施機関」としての地位（実施権限の委任）、役割び専門職であ

　　る社会福祉主事（現業員・査察指導員）の役割について学ぶ。　　

５　生活保護決定実施プロセスに対応する相談援助活動の内容と関係機関・関連専門職種との連携・協働の必

　　要性について学ぶ。　　

６　生活保護における自立並びに自立支援プログラムについて理解する。

[学習の進め方・内容]

１　公的扶助の概念
　①　公的扶助の概念と範囲

　　１）わが国の公的扶助の中核をなす生活保護制度に該当する、あるいは類似する世界各国の公的扶助に共

　　　通した制度的特徴について概観する。　　　

　　２）救貧制度にあたる公的扶助と防貧制度にあたる社会保険との対比から、公的扶助制度の特徴についてい

　　　て理解する。　　　　

　　３）公的扶助制度の特徴と公的扶助の範囲を、狭義でみると生活保護制度であることが一致するが、広義で

　　　みると、どのような制度があるのかを学び、このように公的扶助の捉え方から、わが国における公的扶助の特

　　　徴を理解し、公的扶助とは何か（概念）について理解する。　　　　　　　

　②　公的扶助の意義と役割

　　１）社会保障制度の補完、私的扶養の補完制度としての公的扶助の存立について理解する。

　　２）公的扶助には、どのような機能・役割があるのかを学び、特にセーフティーネットとしての機能について、社

　　　会保障制度・関連制度との関係から考察する。　　　　

　　３）公的扶助が保障するナショナル・ミニマム（最低限の生活水準）機能とは何か、憲法、生活保護法（特に生

　　　活保護基準）及び最低賃金、社会保険の給付水準との視点から考察する。　　　　

２　貧困・低所得者問題と社会的排除
　①　貧困・低所得とは何か

　　　「社会階層」の概念から、貧困・低所得とは何かを理解する。

　②　貧困と社会的排除

　　１）貧困の定義を絶対的貧困と相対的貧困としてのとらえ方及びそれらにつらなる社会的排除としての貧困に

　　　ついて考察する。　　　　　　　

　　２）貧困問題に関する「人と学説・調査研究」についても理解する。

　③　貧困・低所得者問題の現代的課題

　　　貧困・低所得者を取り巻く社会経済情勢から現代生活課題について考察する。

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　　２０２２年　７月末頃

低所得者に対する支援と生活保護制度
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　　宮川　　功

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　　２０２２年　４月末



３　公的扶助制度の歴史

　①　海外の歴史

　　１）イギリスにおける公的扶助制度の始まりといわれるエリザベス救貧法の目的、救済の対象・方法を学ぶ。特

　　　に、1834年改正救貧法の原則と、それがどのような社会背景の中から出てきたかを理解する。また、イギリス

　　　の社会保険の導入、べヴァリッジ報告を経て現在の公的扶助の誕生までの歴史的展開について理解する。

　②　日本の歴史

　　　日本の公的扶助の理念及び制度の歴史的展開を、恤救規則、救護法、ＧＨＱ「社会救済」旧生活保護法、

　　　「生活保護制度の改善強化に関する件」の勧告、現行生活保護法に則して理解する。

４　生活保護制度の仕組み

　①　生活保護制度の目的と基本原理、保護の原則

　　１）憲法第２５条に基づく生存権保障と生活保護法との関係及び生活保護制度の基本原理について、規定の

　　　趣旨（何故このような原理があるのか）を踏まえ理解する。　　　　

　　２）無差別平等の原理と保護の補足性の原理について、旧法との関係から理解する。

　　３）生活保護を具体的に実施する上での４つの原則を規定の趣旨その例外も含め理解する。

　②　保護の種類と内容・方法及び保護施設

　　１）保護の種類と内容及び方法について理解する。

　　２）保護施設の種類・内容について理解する。

　③　不正・不適正受給対策

　　　１）不正受給における費用徴収と罰則規定の変更について学ぶ。

　　　２）不正・不適正受給対策の強化について学ぶ。

　④　被保護者の権利・義務及び不服申立て・訴訟

　　１）被保護者の権利・義務について、夫々規定の趣旨も含めて内容を理解する。

　　２）不服申立制度の存在意義及び審査請求、再審査請求並びに訴訟との関係について理解する。

　⑤　生活保護の財源・予算

　　１）生活保護費の基本的性格及び国と地方公共団体との費用負担について理解する。

　　２）国家予算と生活保護費の推移について理解する。

５　最低生活保障水準と生活保護基準

　①　最低生活保障水準及び生活保護基準の考え方

　　１）生活保護制度で設定されている最低生活保障水準がどのような考え方に基づいているかについて理解す

　　　る。　　　

　　２）生活保護基準の考え方、機能及び設定方法の変遷について理解する。

　②　生活保護基準額の実際及び最低生活保障水準の実際

　　１）生活保護基準額は、要保護者の生活需要の態様、性質に応じて、さらに要保護者の年齢別、世帯人員、

　　　　所在地域別など、各扶助における様々な事情を考慮して設定されていることについて理解する。

　　２）要保護世帯に実際に保障される最低生活保障水準の額は、上記のとおり種々の事情などによって異なる

　　　　ことについて理解する。

６　生活保護の動向

　①　被保護人員及び被保護世帯数

　　　　被保護人員の推移（保護率）、年齢階級別被保護人員及び世帯人員別・世帯類型別・保護受給期間別、

　　　　世帯業態（労働力類型）別被保護世帯数の視点から動向、特徴を理解する。

　②　保護の開始理由・廃止理由及び医療扶助・介護扶助

　　１）保護の開始、保護の廃止状況の内容、推移を景気の変動等との関連を踏まえて理解する。

　　２）医療扶助（医療扶助率・治療期間）、介護扶助（介護扶助率・介護サービス種類別）の動向について理解

　　　する。



７　低所所得者対策の概要

　①　生活困窮者自立支援法

　　　法律制定の背景、概要について理解する。

　②　生活福祉資金貸付制度

　　　制度の沿革、概要（目的、実施主体と運営、民生委員の役割、貸付対象と手続き）について学ぶ。

　③　その他の低所所得者対策には、どのような制度があるのか、その目的や内容を理解する。

　④　ホームレス対策の契機、自立支援のための法制化、自立支援対策の基本方針を理解する。

８　生活保護の運営実施体制と関係機関

　①　福祉事務所制度の成立と福祉関係八法改正による権限委譲と福祉事務所の再編（所掌事務）について理

　　　解する。　　

　②　地方分権一括法の制定とこれに伴う社会福祉法の改正（社会福祉事業法から題名改正）

　　１）地方公共団体の事務の再編に伴う生活保護事務の性格を理解する。

　　２）社会福祉法の制定に伴う福祉事務所に関する規定の見直しについて理解する。

　③　国（厚生労働省）、都道府県（指定都市・中核都市）、市町村、民生委員の役割を理解する。

　④　福祉事務所の役割

　　１）福祉事務所の設置・所掌事務、「保護の実施機関」としての地位（実施権限の委任）について理解する。

　　２）福祉事務所の運営組織体制（業務・人的体制）、職員定数を理解する。

  ⑤　福祉事務所専門職員の役割

　　１）生活保護業務における社会福祉主事の位置付け(生活保護法第21条)、資格を理解する。

　　２）現業員及び査察指導員の役割について理解する。

９　生活保護制度における相談援助活動

　①　生活保護における相談援助活動の特徴について理解する。

　②　社会福祉主事の生活保護における相談援助活動の展開・内容を理解する。

　③　相談援助活動における他機関・他職種との連携・協働を理解する。

10　生活保護における自立支援

　①　生活保護における自立の新たな概念について理解する。

　②　自立支援プログラムの導入の背景について理解する。

　③　自立支援プログラムの支援過程について実践事例（就労支援員による実践活動等）を通じて理解する。

■レポート課題　　学習期間　（２０２２年１月 ～ ２０２２年４月）

[参考文献]
テキスト 新・社会福祉士養成講座16『低所得者に対する支援と生活保護制度(第5版)』

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　
　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

１　社会調査の意義と目的及び方法の概要について理解する。

２　統計法の概要、社会調査における倫理や個人情報保護について理解する。

３　量的調査の方法及び質的調査の方法について理解する。

[学習の進め方・内容]

基本的には、指定テキストをしっかり読みましょう。これは国家試験対策としても有効です。

１　社会福祉と社会調査
　１）実践の学としての社会福祉
　２）社会福祉と社会調査

２　社会調査の概要
１）社会調査の意義と目的
２）社会調査の対象と方法
３）社会調査を取り巻く環境
４）統計法の概要（（総務省｜統計制度｜統計法について）を参照）
　　（アドレス→）https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-1n.htm

３　量的調査の方法
１）量的調査の特徴と課題
２）調査設計
３）調査票の作成方法と留意点
４）サンプリングと実査
５）量的調査における集計
６）量的調査におけるデータ解析
７）量的調査における発表と報告

４　質的調査の方法
１）質的調査の特徴と課題
２）調査設計
３）対象者の選定と調査手続
４）調査方法
５）質的調査における調査の実施とデータ収集
６）質的調査におけるデータの整理と分析
７）質的調査における発表と報告

５　社会調査における倫理と個人情報保護
１）社会調査における倫理（特に『一般社団法人社会調査協会倫理規程』）
２）社会調査における個人情報への配慮

６　社会調査の実施にあたってのITの活用方法
１）データの集積
２）複雑なデータの解析
３）さまざまなITの活用と方法

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　　２０２２年　４月末

社会調査の基礎
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　　栗田　克実

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　　２０２２年　７月末頃



７　社会科学としての社会福祉

※　社会福祉士国家試験では、量的および質的な調査方法や社会調査の倫理（たとえば『一般
　社団法人社会調査協会倫理規程』）を確認の問題に加え、統計法、さらには量的調査・質的
　調査の分析方法の出題がみられることから、幅広い知識が必要になります。テキストなどを
　精読し、わからない用語は読み飛ばさずにじっくりと調べていくことを勧めます。
　　この科目で出てくる用語・事柄は、初めて聞くものが多いと思いますが、あきらめずに学
　習を進めていきましょう。

■レポート課題　　学習期間　（２０２２年１月 ～ ２０２２年４月）

[参考文献]
・轟亮ほか編，『入門・社会調査法〔第3版〕』，法律文化社（2017年）
・大谷伸介ほか編，『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』，ミネルヴァ書房（2013年）
・立石宏昭，『社会福祉調査のすすめ（第2版）』，ミネルヴァ書房（2010年）
・小林修一ほか，『テキスト社会調査』，梓出版社（2005年）
・森岡清志，『ガイドブック社会調査』，日本評論社（2007年）

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

１　保健医療サービスの構成要素と動向を理解する。
２　医療提供体制とシステムを理解する。
３　医療保険制度と診療報酬制度の仕組みを理解する
４　医療ソーシャルワーカーの役割を理解する
５　保健医療サービスにかかわる専門職の役割と連携・協働について理解する。

[学習の進め方・内容]

１　保健医療サービスの変化

１）保健医療サービスとその構成要素

２）国民医療費と財源負担の推移
３）医療提供体制の整備（地域医療構想、医療圏、病床機能報告制度）

２　医療提供体制とシステム

１）医療法における医療施設の機能と類型
２）診療報酬等における医療施設の機能と類型
３）地域包括ケアシステムと在宅医療・サービス
４）保健医療対策の概要(医療計画、5疾病・5事業）

３　医療保険制度と診療報酬制度の概要

１）公的医療保険制度の種類と対象者

２）公的医療保険制度の保険給付の概要と世帯概念

３）高額療養費、高額医療・介護合算療養費、傷病手当金

４）診療報酬制度

４　医療ソーシャルワーカーの役割

１）医療ソーシャルワーカーの歴史
２）医療ソーシャルワーカーの業務指針
３）医療ソーシャルワーカーの業務内容と役割

５　保健医療サービスにおける専門職の役割

１）患者の権利と意思決定支援(インフォームドコンセント含む)

２）医師・看護師・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療専門職の役割

３）専門職の視点と役割

①　専門職の視点と役割

②　ＬＩＦＥの三層と視点の相補性

６　保健医療サービス関係者との連携と協働

１）多職種チームワークモデル

２）病院内での連携

３）地域での連携・協働

自 宅 学 習 時 間 90 　時間

保健医療サービス
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　　巻　康弘

提出期限(学生） 　　２０２１年１２月末

　回 添削返却時期 　　２０２２年　３月末頃レポート提出回数 1



■レポート課題　学習期間　（２０２１年９月 ～ ２０２１年１２月）

　

[参考文献]

～アドバンスト実践のために～』中央法規.

２　成清美治・竹中麻由美・大野まどか編（2020）『保健医療と福祉』学文社．

３　日本医療ソーシャルワーク研究会編（2019）『医療福祉総合ガイドブック』医学書院.

４　（社）日本医療社会事業協会（2006）『新訂　保健医療ソーシャルワーク原論』相川書房.

５　平野隆之・田中千枝子・佐藤彰一・上田晴男・小西加保留編（2018）『権利擁護がわかる

意志決定支援～法と福祉の協働～」ミネルヴァ書房．

６　厚生労働省(2018)『人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイド

ライン』

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。

１（公）日本医療社会福祉協会・日本社会福祉士会編（2017）『保健医療ソーシャルワーク



[学習の目的・目標]

１　相談援助活動における、憲法、民法、行政法、社会保障各法の意義と関連を理解する。
　　そのなかで、自立、自己決定権の尊重と、自立支援のあり方の原則を学ぶ。
２　成年後見制度の成立過程、制度概要を学ぶ。後見制度の種類と法律的な要件を抑える。成年
　　後見人の権限を学ぶ。
３　成年後見制度にかかわる専門職群とその連携を学ぶ。そのなかで社会福祉士のもとめられる
　　役割と今後の課題を検討する。
４　日常生活自立支援事業とは何か。その事業と成年後見制度利用の考え方を検討する。 
５　支援の実際をテキストの事例にそって考える。

[学習の進め方・内容]

１　成年後見制度は法律に定められた制度であり、用語の正確な理解が求められる。学習をする
　　にあたっては、必ずノート化することをお勧めします。

２　最高裁判例は、法律と同等の効果があります。文中にあらわれる最高裁判例などは、判例集
　　などでなるべく確認しておいてください。特に社会保障関連の判例は個別の事例によって微
　　妙な違いがありますので、確認しておいてください。判例集は下記の参考文献のほか、最高
　　裁のホームページでも確認できます。

３　テキストに掲載されている事例は、代表的な事例にすぎません。ご自身の関連で同様の事例
　　がある場合は、ケーススタディとして記録しておくようにしてください。また、認知症をめ
　　ぐる事例は昨今新聞などにも掲載されますので、注意しておくようにしてください。

４　法律用語は、最初は難解ですが、次第に慣れてきます。公序良俗、権利濫用、違法と無効の
　　違い、不法行為、債務不履行などは代表的な用語であり、他の科目でも使用する用語なので
　　この際に理解するようにしてください。

５　手元に六法があったほうがよいと思います。社会福祉用の小六法が数社から発刊されていま
　　す。

 ■レポート課題　学習期間　（２０２２年１月 ～ ２０２２年４月）

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　　２０２２年　４月末

権利擁護と成年後見制度
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　　三浦　保紀

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　　２０２２年　７月末頃

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



 [参考文献]

１　社会福祉を志す人のための法学　第２版　宇山勝美・森長秀　光生館

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

２　成年後見教室　実務実践編　３訂版　公益財団法人　成年後見センター・リーガル
　　サポート　日本加除出版



[学習の目的・目標]

１　社会福祉士法及び介護福祉士法及び、社会福祉法に基づき、社会福祉士の役割(総合的か
　　つ包括的な援助）と意義について理解する。
２　精神保健福祉士の役割と意義について理解する。
３　相談援助の概念と範囲について理解する。
４　相談援助の理念ついて理解する。
５　相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解する。
６　相談援助に係る専門職の概念や範囲及び専門職倫理について理解する。
７　ジェネラリストの視点に基づく総合的かつ包括的な援助と多職種連携(チームアプロー
　　チ)の意義と内容について理解する。

[学習の進め方]

　地域における社会福祉の推進という大きな潮流のなかで、生活を基盤としたソーシャルワ
ークの特性である「総合的かつ包括的な相談援助」の理論と実際を体系的に学びます。
　テキストを基本に学び、その他の文献も積極的に活用してください。学習内容に沿って学
習を進めてください。この科目の理解がソーシャルワーク関連科目の基礎となります。

[学 習 内 容]

１　社会福祉士の役割と意義 
　１）改正「社会福祉士及び介護福祉士法」
　　①国家資格としての位置づけ及び専門性
　　②精神保健福祉士の役割と協働（価値を共有）
　２）現代社会と地域生活

２　相談援助の定義と構成要素
　１）ソーシャルワークの概念
　　①国際ソーシャルワーカー連盟の定義　②その他の主なる定義
　２）ソーシャルワークの構成要素
　　①クライエントシステム　②ニーズ　③ソーシャルワーカー　④社会資源
　３）ソーシャルワークの価値・知識・スキル

３　相談援助の形成過程Ⅰ
　１）ソーシャルワークの源流
　　①ソーシャルワークの組織的な展開以前(宗教的価値観や救済思想）と社会調査の実施
　　②ＣＯＳ(慈善組織協会）とセツルメント
　　③ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡとボーイスカウト・ガールスカウト（ガールガイド）
　２）ソーシャルワークの基礎確立期（～1930年代）
　　①ケースワークの確立(リッチモンドと慈善組織協会）
　　②専門化するソーシャルワーク（1920年代）
　　③世界恐慌・大不況（1930年から1939年までの10年間）とソーシャルワーク

４　相談援助の形成過程Ⅱ
　１）ソーシャルワークの発展期（1940年代～1950年代半ば）及び日本での発展
　　①診断主義学派と機能主義学派（提唱者と相違、パーソナリティの概念）
　　②グループワークの形成・コミュニティオーガニゼーション
　２）ソーシャルワークの展開期（1950年代半ば～1960年代以降）
　　①社会不安とソーシャルワーク
　　②パールマンの問題解決アプローチとソーシャルワークのモデルの乱立

自 宅 学 習 時 間 180 　時間 提出期限(学生）
　①　２０２１年　８月末
　②　２０２１年１２月末

相談援助の基盤と専門職

学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　越石　　全

レポート提出回数 2 　回 添削返却時期
　①　２０２１年１１月末頃
　②　２０２２年　３月末頃

　社会福祉士の基盤となる科目です。専門職としての実践を担保する価値・知識・技術を共通基盤と
して捉え、実践方法の構成要素としての価値・知識・方法・方策を理解し、総合的かつ包括的な援助
の目的を学ぶ。



　３）ソーシャルワークの統合化とジェネラリスト・ソーシャルワーク

５　相談援助の理念Ⅰ
　１）ソーシャルワーカーと価値
　　①価値とは何か
　　②個人としての価値観
　２）ソーシャルワーク実践と価値
　　①価値は、ソーシャルワーカーの判断に影響
　　②ソーシャルワーク専門職として身につける価値
　　③価値と理念、倫理（行動規範・倫理綱領）
　３）ソーシャルワーク実践と権利擁護
　　①権利擁護が必要とされる背景（基本的人権の概要と憲法）
　　②深刻な人権侵害の顕在化の具体例（社会福祉サービスの内容や提供方法）
　　③権利擁護の定義　「ケースアドボカシー･クラスアドボカシー」
　　④権利擁護を行うシステムの例及びその課程や機能

６　相談援助の理念Ⅱ
　１）クライエントの尊厳と自己決定
　　①自己決定（バイステックの原則・インフォームドコンセント・ノーマライゼーション）
　　②自立支援（自助的自立と依存的自立・道具的自立・目的的自立）
　　③エンパワメントとストレングス視点
　２）ノーマライゼーションと社会的包摂
　　①地域生活支援という視座
　　②ノーマライゼーション
　　③社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）
　　　社会福祉基礎構造改革・地域福祉の推進・社会的排除(ソーシャル・エクスクルージ
　　　ョン）

７　専門職倫理と倫理的ジレンマ
　１）専門職倫理の概念・倫理綱領の意義と内容
　　①倫理綱領の意義
　　②全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領
　　③日本社会福祉士会倫理綱領および行動規範
　　④倫理綱領の活用と倫理に反するソーシャルワーク実践
　２）ソーシャルワーク実践と倫理的ジレンマ

８　総合的かつ包括的な相談援助の全体像
　１）「総合的かつ包括的な援助」の動向とその背景
　　①領域拡大＝就労支援サービス･権利擁護と成年後見制度･更生保護制度がプラス
　　②新たな援助状況とソーシャルワークの機能
　２）地域を基盤としたソーシャルワークの基本的視座――四つのパラダイムシフト
　　①本人の生活の場で展開する援助(生活全体・エコシステム･クライエンとシステム）　
　　②援助対象の拡大(社会の動向の変化・問題も広範化・現行法律の範囲を超越）
　　③予防的かつ積極的アプローチ(アグレッシブ･ケースワーク・アウトリーチ）
　　④ネットワークによる連携と協働(援助システムの類型）
　３）地域を基盤としたソーシャルワークの八つの機能

９　総合的かつ包括的な援助を支える理論
　１）ジェネラリスト・ソーシャルワークの意義と基本的視点
　　①３方法（ケースワーク･グループワーク・コミュニティオーガニゼーション）の完全
　　　融合と実践への適用
　　②主体としてのクライエント本人の強調
　２）ジェネラリスト・ソーシャルワークの特質
　　　「総合的かつ包括的な相談援助」の基礎理論
　　①点と面の融合（「個｣と「地域｣を一体的にとらえてはたらきかける）
　　②システム思考とエコシステム(システム理論と生態学の考え方から影響）
  　③「本人主体」（エンパワメント、ストレングス)と「人間の多様性」
　　④ストレングス・パースペクティブ（ストレングス視点）と問題解決過程のとらえ方
　　⑤マルチシステム(マルチパーソンクライエントシステム･マルチパーソン援助システム）

10　相談援助にかかる専門職の概念と範囲
　１）相談援助専門職の概念
  　①専門職の成立条件（提唱者)
　　②生活支援の専門職（対人援助）としてのソーシャルワーカー
　　③ソーシャルワークの職能団体の役割
　　　国際ソーシャルワーカー連盟に加盟4団体



　２）相談援助専門職の範囲
　　①相談援助専門職が活躍する場（社会福祉行政・民間の施設や組織・社会福祉関連領域）

11　総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能
　１）予防機能(地域包括支援センター）
　２）新しいニーズの対応機能(独立型社会福祉士）
　３）総合的支援機能(スクールソーシャルワーカー）
　４）権利擁護機能(知的障害者施設）

　５）資源開発機能(社会福祉協議会）

■レポート課題　　学習期間　（２０２１年５月～２０２１年１２月）

[参考文献]
　　１　社団法人日本社会福祉士会編集『改定社会福祉の倫理』中央法規(2008)

　　２　上野千鶴子　中西正司『ニーズ中心の福祉社会へ』医学書院(2008)

　　３　岩間伸之『対人援助のための相談面接技術』中央法規(2008)

　　４　黒木・山辺・倉石編『福祉キーワードシリーズ　ソーシャルワーク』中央法規（2004）

　　５　ルイーズジョンソン/ステファン.Ｊ.ヤンカ著山辺朗子訳「ジェネラリスト・ソー

　　　　シャルワーク」ミネルヴァ書房（2007）

　　６　フレデリック.Ｇ.リーマ著　秋山智久監訳　「ソーシャルワークの価値と倫理」

　　　　中央法規（2001）

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。

　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が

　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。

　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

この科目では、社会福祉士が実践現場で応用するための重要な理論と方法を学びます。実習の
必 要な受講生は、相談援助の理論を理解していなければ、現場実習で何をどのように学ぶのかと
いう視点が見つけられないことになってしまいます。また、相談援助演習及び相談援助実習指導
（面接授業）に臨むにあたり学んでおく必要があります。
国家試験においても配点が最も多い科目でもあるので課題を丁寧に勉強しまとめてください。

[学習の進め方・内容]

相談援助の理論と方法Ⅰ

１　相談援助とは
　　①ソーシャルワーカーの役割
　　②ソーシャルワークの定義
　　③ソーシャルワークを構成する要素
　　④ソーシャルワーカーの職場
　　⑤ソーシャルワーカーの所属部署

２　相談援助の構造と機能
　　①ソーシャルワークの構造
　　②ソーシャルワークにおけるニーズ
　　③ソーシャルワークの機能

３　人と環境の相互作用

４　相談援助における援助関係
　　①相談関係の意義
　　②援助関係の形成プロセスに影響する要因
　　③援助構造と援助関係
　　④援助関係の質と自己覚知
　　⑤援助関係とミクロからマクロ実践領域

５　相談援助の展開過程Ⅰ
　　①相談援助の展開過程の流れ
　　②ケース発見
　　③受理面接
　　④問題把握からニーズ確定まで
　　⑤ニーズ確定から事前評価（アセスメント）まで
　　⑥事前評価（アセスメント）から支援標的・目標設定まで
　　⑦支援標的・目標設定から支援の計画（プランニング）まで
　　⑧支援計画（プランニング）から支援の実施まで

６　相談援助の展開過程Ⅱ
　　①経過観察
　　②再アセスメントと支援の強化
　　③支援の終結と効果測定、評価、アフターケア
　　④予防的対応とサービス開発

相談援助の理論と方法

学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　　鈴木　　道代

自 宅 学 習 時 間 360 　時間 提出期限(学生）

　①　２０２１年　８月末
　②　２０２１年１２月末
　③　２０２２年　４月末
　④　２０２２年　８月末

レポート提出回数 4 　回 添削返却時期

　①　２０２１年１１月末頃
　②　２０２２年　３月末頃
　③　２０２２年　７月末頃
　④　２０２２年１１月末頃



７　相談援助のためのアウトリーチ
　　①アウトリーチの意義と目的
　　②アウトリーチの方法と留意点

８　相談援助」のための契約の技術
　　①契約の意義と目的
　　②契約の方法と留意点

９　相談援助のためのアセスメントの技術
　　①ソーシャルワークにおけるアセスメントの特性、援助関係、面接
　　②アセスメントで得るべき情報16項目と視覚化できるアセスメントツール
　　③アセスメント面接で得た情報の使い方

10　相談援助のための介入の技術
　　①介入の意義と目的
　　②介入の方法と留意点

11　相談援助のための経過観察（モニタリング）、再アセスメント、効果測定、評価の技術
　　①経過観察（モニタリング）
　　②再アセスメント
　　③効果測定
　　④評価サービス開発

12　相談援助のための面接の技術
　　①相談援助における面接の目的
　　②相談援助における面接の展開
　　③面接において用いる技術とコミュニケーション
　　④相談援助における面接の形態

13　相談援助のための記録の技術
　　①記録の意義とその活用目的
　　②記録の種類と活用
　　③記録の方法とＩＴ
　　④記録の技術の実際例と今後の課題

14　相談援助のための交渉の技術
　　①交渉の意義と目的
　　②交渉の方法留意点
　　③プレゼンテーション

相談援助の理論と方法Ⅱ
１　相談援助における対象の理解
　　①相談援助の概念と定義
　　②相談援助の対象をどうとらえるか

２　ケースマネジメント（ケアマネジメント）
　　①ケースマネジメントの基本
　　②ケースマネジメントの過程
　　③ケースマネジメントにおけるアセスメントの特徴
　　④ケアプランの作成・実施の特徴
　　⑤ケアマネジメントの特徴
　　⑥ケースマネジメントとソーシャルワークの関係

３　グループを活用した相談援助
　　①グループを活用した相談援助
　　②自助グループを活用した相談援助

４　コーディネーションとネットワーキング
　　①コーディネーションの目的と意義
　　②コーディネーションの方法・技術・留意点
　　③ネットワーキングの意義と目的
　　④ネットワーキングの方法
　　⑤地域福祉を推進するための総合的なネットワーキングの形成とシステム化



５　相談援助における社会資源の活用・調整・開発
　　①相談援助における社会資源の活用・調整・開発の意義と目的
　　②相談援助における社会資源の活用・調整・開発の方法と留意点
　　③ソーシャルアクションによるシステムづくり

６　さまざまな実践モデルとアプローチⅠ
　　①実践モデルとその意味
　　②治療モデル、生活モデル、ストレングスモデル
　　③ジェネラリスト・ソーシャルワークの展開と実践モデル

７　さまざまな実践モデルとアプローチⅡ
　　①心理的アプローチ
　　②機能的アプローチ
　　③問題解決アプローチ
　　④課題中心アプローチ
　　⑤危機介入アプローチ
　　⑥行動変容アプローチ

８　さまざまな実践モデルとアプローチⅢ
　　①エンパワメントアプローチ
　　②ナラティブアプローチ
　　③その他の実践アプローチ
　　④アプローチをめぐる課題

９　スーパービジョンとコンサルテーションの技術
　　①スーパービジョンの意義と目的
　　②スーパービジョンの方法と留意点
　　③コンサルテーション

10　ケースカンファレンスの技術
　　①ケースカンファレンスの意義と目的
　　②ケースカンファレンスの運営と展開過程
　　③ケースカンファレンスの実際
　　④ケースカンファレンスの評価と普遍化

11　相談援助における個人情報の保護

12　相談援助における情報通信技術（ICT）の活用

13　事例研究・事例分析
　　①事例研究の目的と意義
　　②事例研究の方法と留意点
　　③事例分析の目的と意義
　　④事例分析の方法と留意点

14　相談援助の実際

■レポート課題　　学習期間　（２０２１年５月～２０２２年８月）

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[参考文献]

　北島英二著『ソーシャルワーク論』　　ミネルヴァ書房（２００８）

　仲村　優一ほか監修 『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規出版（２００７）

　副田　あけみ著『社会福祉援助技術論』誠信書房（２００５）

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。

　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が

　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。

　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　



[学習の目的・目標]

　福祉サービスの組織と経営は、関連諸制度及び法改正に伴い、多様な変化と質の向上が
求められています。福祉サービス利用者のニーズ充足と利益確保の視点から、福祉組織の
運営管理と経営手法について学びます。

1　福祉サービスに関わる組織や団体の特徴及び法人の基本形態について理解する。
2　福祉サービスの経営管理及び経営体制と基礎理論について理解する。
3　福祉サービスの管理運営の方法(サービス管理・人事労務管理等)について理解する。
4　福祉サービス提供組織の会計管理・財務管理について理解する。

[学習の進め方]

　新たな社会福祉ニーズの諸課題を意識した福祉組織の経営について、社会市場の中で期
待されることをイメージして学んで下さい。指定テキストを中心としながら、関連文献等
も活用して下さい。

[学習内容]

１　福祉サービスにおける組織と経営
①事業主体とサービス提供組織
②社会市場における経営環境と制度
③法人の意味と統治
④社会福祉法人制度の概要
⑤医療法人・特定非営利活動法人・その他の組織や団体の特色

２　福祉サービス組織と経営の基礎理論
①経営戦略の概念と策定プロセス
②経営戦略論の系譜
③事業計画の策定と組織構造
④運営管理の基礎
⑤集団力学とモチベーション
⑥リーダーシップ理論の系譜

3　福祉サービスの運営管理Ⅰ
①サービスマネジメントの領域
②サービスの価値と品質
③福祉サービスとマーケティング
④福祉サービスの質の評価システム
⑤福祉サービスのリスクとマネジメント
⑥サービス管理と職員の資質

4　福祉サービスの運営管理Ⅱ
①人事管理の特性とシステム
②人材確保・人事異動・賃金制度
③福利厚生と健康管理
④人事考課のしくみ
⑤労務管理の概要
⑥人材育成と職場研修の手法

福祉サービスの組織と経営
学習の種類 　  印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　　松本　剛一

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　　２０２２年　１１月末頃

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　　２０２２年　８月末



5　福祉サービスの運営管理Ⅲ

①社会福祉法人の財務管理とは?
②社会福祉法人の資金の流れ(ランニングコスト・イニシャルコスト)
③借入・償還に関する財務管理
④社会福祉法人の財務管理の特殊性
⑤社会福祉法人の会計制度と財務規律
⑥財務三表の見方と使い方

6　福祉サービスの運営管理Ⅳ

①事業経営に必要な情報管理
②個人情報保護と情報開示
③情報公表制度・公益通報者保護制度

■レポート課題　学習期間　（２０２２年５月 ～ ２０２２年８月）

[参考文献]

1　浦野正男　編著　　『社会福祉施設経営管理論2016』　　全国社会福祉協議会　(2016)

2　社団法人日本社会福祉士会編集　　『新社会福祉援助の共通基盤　第2版・下』　　中央法規出

版(2009)

3　全国社会福祉協議会『新社会福祉法人会計基準・財務諸表の作成と情報開示のポイント』（2015）

4　YNI総合コンサルティンググループ　編　　『施設トップのためのわかりやすい福祉経営』　央法規出

版(2007)

5　小笠原泰・渡辺智之　著　『2050年老人大国の現実』東洋経済新報社(2012)

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

　高齢者に対する支援は、少子高齢化の中でよりその重要性を増している。高齢者福祉制度を理

解するために少子高齢社会に至った構造を理解する必要がある。また、高齢者とされる人々の特

性や生活課題を把握し、高齢者福祉の諸制度や支援体制を理解することを目的とする。

１　高齢者の身体的・精神的・社会的特性をそれぞれ理解する。
２　少子高齢化の原因、そのことによる高齢者の生活への影響を理解する。
３　高齢者の保健福祉制度の発展過程について理解する。
４　高齢者支援に関する法制度を理解する。
５　介護保険制度の枠組みと制度の動向について理解する。
６　介護保険制度における要介護者の支援の仕組みについて理解する。
７　介護保険制度における諸サービスについて理解する。
８　高齢者を支援する諸団体・組織、専門職、それぞれの役割について理解する。
９　高齢者を支援する方法論を理解する。
10　介護の概念や対象、介護過程、介護技術を理解する。

[学習の進め方]

　高齢者をめぐる諸問題に対する見識の涵養を図り、様々な社会資源を活用した高齢者に対する
支援のあり方を学んでください。そのために、各自、学習内容に沿いながらテキスト、それ以外
の文献、新聞等を活用しながら理解を深め、学習を進めて下さい。

[学 習 内 容]

１　高齢者の多面的理解
　・高齢者の社会的理解
　・高齢者の身体的理解
　・高齢者の精神的理解
　・高齢者の総合的理解

２　人口変動と高齢社会の問題
　・少子化と高齢化の2つの人口変動
　・高齢社会の高齢者の問題

３　高齢者保健福祉制度の発展過程
　・近代国家形成以前の高齢者の生活
　・国家による救済と民間慈善事業
　・戦後の高齢者福祉諸制度の発展

４　高齢者支援の関係法制度
　・高齢者保健福祉の法体系
　・老人福祉法及び高齢者の医療の確保に関する法律
　・高齢者虐待防止法
　・権利擁護と成年後見制度
　・バリアフリー新法、高齢者の居住の安全確保に関する法律

高齢者に対する支援と介護保険制度
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　鈴木 道代

レポート提出回数 2 　回 添削返却時期
　①　２０２１年１１月末頃
　②　２０２２年　３月末頃

自 宅 学 習 時 間 180 　時間 提出期限(学生）
　①　２０２１年　８月末
　②　２０２１年１２月末



５　介護保険法の制度の概要
　・介護保険制度の枠組み
　・介護保険制度の理念と目的
　・介護保険法の改正
　・介護保険の財源と保険者・被保険者
　・介護保険制度の課題

６　介護保険制度の仕組み
　・要介護認定の仕組みとプロセス
　・保険給付と介護報酬
　・地域支援事業
　・介護保険事業計画
　・介護保険サービスの質の確保と苦情申立

７　介護保険における専門職とサービス体系
　・介護保険サービスに携わる専門職
　・居宅サービスと施設サービス
　・介護予防サービス
　・地域密着型サービス

８　高齢者支援に関わる団体・機関、組織、専門職
　・行政機関の役割
　・指定サービス事業者・国民健康保険団体連合会の役割
　・地域包括支援センターの役割と実際
　・社会福祉協議会の取り組み
　・ボランティア団体、非営利民間活動
　・各種専門職の役割と実際

９　高齢者支援の方法論
　・対象者理解と援助の理論と方法
　・ケアマネジメントの理論と展開
　・チームアプローチの意義と展開

１０　介護の概念と対象、介護過程、介護技術
　・介護の概念と専門性
　・介護の理念
　・介護の対象者とその理解
　・介護予防の考え方と実践
　・介護過程の概要と展開方法
　・場面に応じた介護技術と知識・倫理

[評価の基準]

　課題ごとに設定する３題のうち１題を選択し、1,200字程度でまとめて下さい。ただし、必ず
社会福祉士（ソーシャルワーカー）としての行動や考え方を含めながら自己の意見を記
述して下さい。
また、レポートの執筆にあたり、以下のルールを遵守してください。遵守されていないとみなさ
れたものについては、不認定となる場合がありますので、注意して下さい。

①引用は必ず引用箇所を括弧で括るなどして、引用箇所を明示すること。
②ホームページを参考にする場合は、情報の正確性が担保できるものであることとし、引用
する場合はURLとアクセス日を記載すること（ただし、wikipediaや一般の個人の解説した
ホームページの引用は認めない）。



■レポート課題　　学習期間　（２０２１年５月～２０２１年１２月）

[参考文献]

　１　社会福祉の動向編集委員会『社会福祉の動向2021』中央法規出版（2020）
　２　内閣府『令和２年版　高齢社会白書』印刷通販（2020）
　３　厚生労働統計協会編『国民の福祉と介護の動向 2020/2021』厚生労働統計協会(2020)
　４　高山直樹ほか編『福祉キーワードシリーズ　権利擁護』中央法規（2002）
　５　山縣文治　柏女霊峰　『社会福祉用語辞典　第9版』ミネルヴァ書房(2013）

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

　児童福祉全般についての基本的知識の涵養を図ることを目的とする。

１　児童・家族を取り巻く環境の変化や動向、家族の役割・機能の変化を理解し、現代社会にお
　　ける児童・家族のもつ生活課題を理解する。

２　児童・家庭福祉に関連する理念、歴史的変遷、児童の定義と権利、児童福祉制度・施策、法
　　律と、その具体的内容やそれらがもつ課題を理解する。

３　児童・家庭問題に対する援助の方法、その視点や担い手と関連諸分野等の動向を理解する。

４　ソーシャルワークの方法論について理解する。

[学習の進め方・内容]

教科書や教科書副読本を基本に、その他の文献や資料等も積極的に活用し、理解をすすめること。

１　レポートを作成するために
　１）レポートとは、ある事柄に関して調査や研究の結果、わかった事実とそれに基づく自分の
　　　意見をまとめた報告書である。従って、以下の点に留意すること。
　　①読み手に分かり易く、文章の構成（起承転結など）を考え、筋道を立てて書く。
　　②事実と意見を区別して書く。

２　調べる
１）レポートを書くためには、調べることが必要である。
　①文献・資料を検索して調べる。
　②報告書等の調査結果を調べる。
２）調べるために主に活用するもの。

①文献・資料等（芋ずる式リサーチ）
②図書館（室）
③オンライン・データベース
④Webサイトの活用（活用した場合、ＵＲＬと最終アクセス年月日を確認、記入）
⑤福祉系雑誌・学術雑誌
⑥教員

３　読む
１）興味のあるテーマから読み始めて、多くの文献や論文等に目を通してみる。

　　①専門用語や意味の分からない用語などは、社会福祉用語事典や国語辞典、漢和辞典などで
　　　調べる。
　　②同じ用語が、一般に使用されている場合と社会福祉の領域で使用される場合とでは意味が
　　　異なることがあるので、それらの用語の意味の違いに留意する。
　　③全体像を捉えるための読み方（スキミング）

　　・読み始める前にテーマを確認する。
　　・質問を考えながら読む。
　　・その本や論文について予備的な印象を持つ。
　　・全体をザッと読む、斜め読みしてみる。

　　④分析読み（クリティカル・リーディング）
　　・マーキング（アンダーラインやポストイットの活用）とメモの活用。
　　・質問と照らし合わせて読む。
　　・各段落で理解したことの整理（箇条書き）をする。
　　・段落毎に批判し、質問を作り、自分の考えをメモする。
　　・文献のアウトラインを作ってみる。

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　　２０２２年　４月末

　　　　児童や家庭に対する支援と
　　　　児童・家庭福祉論

学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　　栗山　　隆

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　　２０２２年　７月末頃



４　分類し整理する
　１）アウトラインはレポートの見取り図である。
　　①アウトライン作成の目的は、視点の整理である。論旨不明瞭（何が言いたいのかわからな
　　　い）人生論的レポート（自分の価値観）からの脱却をはかる。

５　まとめる（書く）
　１）まとめるために以下の点に留意すること。

　①論理的に書く
　　　・主張・論旨を明確に主張には根拠を示す。
　　　・余分なことは書かない。
　　　・不要な繰り返し文は書かない。
　　　・飛躍や矛盾、曖昧な表現、感情や情緒の表現をしない。
　　　・ワンセンテンスが長すぎない。
　　②表記上の留意事項
　　　・常体（である・であった調）で書く。敬体（です・ます調）を文章中に混在させない。

　　・口語体は使わない。
　　・敬称は使わない。
　　・書き始め、段落の始めは、一文字文マス目を下げる。
　　・一文は短く、段落は適度の長さにおさめる。
　　・自分で理解できない難解な表現をしない。
　　・誤字・脱字・当て字に注意する。
　　・盗作やパッチワークは不可（引用・参考を明確に）。

　　③引用の基本
　　西野(2014：32)は、Xについて｢───｣と述べている。 
　　※(2014：32)＝（出版年、頁）
　　あるいは、
　　　　　西野は、Aについて｢───｣と述べている(西野2014：32)。
　　(文献)
　　　　西野太郎(2014)『本のタイトル』西野出版。

[学習内容]

　以下は、教科書や教科書副読本にある主なテーマであるが、参考文献を含めそれ以外のテー
　マにも触れること。
教科書
１　現代社会と子ども家庭

２　子ども家庭福祉とは何か

３　子ども家庭福祉にかかわる法制度

４　子ども家庭にかかわる福祉・保健

５　子ども家庭への援助活動

６　子ども子育て支援制度について

教科書副読本
１　施設養護と直接支援方法

２　ソーシャルワーク展開過程事例

３　個人とグループを媒介としたソーシャルワーク

[教科書副読本]
栗山隆著『児童養護施設実践の展開方法と分析視角‐ソーシャルワークとグループワーク‐』
相川書房（2013）



■レポート課題　学習期間　（２０２２年１月 ～ ２０２２年４月）

[参考文献]
北川清一/稲垣美加子編著『子ども家庭福祉への招待』ミネルヴァ書房（2018）
松本伊智朗著『子ども虐待と家族－「重なり合う不利」と社会的支援」』明石書店（2013）
厚生統計協会(編)『国民の福祉の動向(各年服)』厚生統計協会(各年)
内閣府(編)『少子化社会白書(各年版)』内閣府(各年)
日本子どもを守る会(編)『子ども白書(各年版)』草土文化(各年)

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

　ディーセント・ワーク(Decent work)の理念のもと、就労による自立や自己実現を求める中、

現状の就労環境下では労働者個人の努力活動では達成困難な状況にあり、労働者・当事者への相

談援助や就労支援システムの構築など、社会福祉士に求められる役割が大きくなっている。

　学習の目的として、相談援助活動において必要とされる就労支援制度・サービス及び就労支援
に係る組織、団体、専門職の役割を理解し、様々な専門機関との連携についての理解を深めるこ
とを目的とする。 

[学習の進め方]

１　相談援助活動において必要となる各種の就労支援制度について理解する。
２　就労支援に係る組織、団体及び専門職の役割について理解する。
３　就労支援における様々な関係機関、専門職との連携について理解する。 

[学 習 内 容]

１　雇用・就労の動向と労働施策の概要
（１）雇用・就労の動向
　　①　労働市場の動向
　　②　ライフスタイルに応じた多様な働き方
　　③　障害者の雇用・就労を取り巻く情勢
（２）労働法規の概要

　①労働基準法
　②労働組合法
　③労働安全衛生法
　④労働関係調整法
　⑤職業能力開発促進法
　⑦最低賃金法
　⑧育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
　⑨雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法）
　⑩高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）
　⑪職業安定法
　⑫労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（労働
　　者派遣法）

２　就労支援制度の概要
（１）生活保護制度における就労支援制度

　①生活保護授産施設
　②社会適応訓練事業
　③自立支援プログラム、ハローワークとの取組

（２）障害者福祉施策における就労支援制度
　①就労移行支援事業、就労継続支援事業Ａ型、就労継続支援事業Ｂ型

（３）障害者雇用施策の概要
　①障害者雇用率制度
　②職業リハビリテーションの実施体制

就労支援サービス
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員   平野　啓介

自 宅 学 習 時 間 45 　時間 提出期限(学生） 　　２０２２年　８月末

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　　２０２２年１１末頃



３　就労支援に係る組織、団体の役割と実際
（１）国の役割
（２）市町村（福祉事務所）の役割
（３）都道府県の役割
（４）ハローワークの役割と活動の実際
（５）職業リハビリテーション機関の役割と活動の実際
（６）障害福祉サービス事業所・障害者支援施設

４　就労支援に係る専門職の役割と実際
（１）生活保護制度に係る専門職の役割
（２）障害者福祉施策に係る専門職の役割、
（３）職業リハビリテーションに係る専門職の役割

５．就労支援分野との連携と実際
（１）ハローワークとの連携（生活保護制度関連）
（２）障害者雇用施策との連携
（３）障害者福祉施策との連携
（４）教育施策との連携

■レポート課題　学習期間　（２０２２年５月 ～ ２０２２年８月）　

[参考文献]　　
（１）新・社会福祉士養成講座１8「就労支援サービス」第４版　社会福祉士養成講座編集員会 中央法規出版
　

（２）社会福祉士シリーズ18　「就労支援サービス」福祉臨床シリーズ編集委員会 (編集), 桐原 宏行

 (編集)弘文堂

（３）社会福祉の動向編集委員会『社会福祉の動向2020』中央法規出版（2019年）

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

1 相談援助活動において必要となる更生保護制度について理解する

2 更生保護に関わる刑事司法・少年司法分野で活動する組織、団体及び専門職について理解する

3 社会的支援としての福祉的関わり(刑事司法・少年司法分野の機関等との連携のあり方）に

ついて理解する

4 高齢者や障害者の犯罪の実態および支援について理解する

5 医療観察制度の理解

6 更生保護の業務の実際と今後の課題・展望についての考察

[学習の進め方]

罪を犯した人は、一定の司法手続きを経て社会に戻ってくるが、これらの人たちを社会が

どのようにして受け入れていくかが社会問題となっている。犯罪者というレッテルをはられた

ハンディキャップを負った人たちの社会復帰を促進するためには、居住、就労、人とのつながり

といった支援が必要で、司法と福祉の連携が課題とされている。

本科目では少年犯罪や刑事司法の法的な手続き、処遇など刑事政策における更生保護制度の

全体を理解するだけでなく、福祉的支援の必要性および支援の実際について学んで欲しい。

[学 習 内 容]

1 更生保護制度の目的と概要の理解
① 刑事司法のなかの更生保護
② 仮釈放等
③ 保護観察
④ 生活環境の調整
⑤ 更生緊急保護
⑥ 更生緊急保護における犯罪被害者等施策
⑦ 恩赦
⑧ 犯罪予防活動

2 更生保護制度の担い手とその役割の理解
① 保護観察官
② 保護司
③ 更生保護施設
④ 民間協力者

3 更生保護制度における司法関連機関との連携の理解
① 裁判所とのかかわり
② 検察庁とのかかわり
③ 矯正施設とのかかわり

レポート提出回数 1 　回 添削返却時期 　２０２２年１１月末頃

自 宅 学 習 時 間 90 　時間 提出期限(学生） 　２０２２年８月末

更生保護制度
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　橋本　菊次郎



4 更生保護制度における福祉・就労関連機関およびその他の民間団体等との連携の理解
① 児童相談所とのかかわり
② 公共職業安定所・自治体等とのかかわり
③ 民間団体とのかかわり

5 医療観察制度の理解
① 医療観察法に基づく処遇制度の創設
② 生活環境の調査
③ 生活環境の調整
④ 地域社会における処遇
⑤ 関係機関等との連携

6 更生保護の業務の実際と今後の課題・展望についての考察

① 保護観察官の業務の実際

② 社会復帰調整官の業務の実際

③ 更生保護の今後の展望

■レポート課題　　学習期間　（２０２２年５月 ～ ２０２２年８月）　

  

[テキスト]

［参考文献］

4 　要説 更生保護 第3版

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

要説 更生保護 第3版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰野文理 成文堂

1　犯罪白書（最新年版）　　　　　　　　　　　　　　　　　法務省法務総合研究所 編
2　刑務所のいま　受刑者の処遇と更生　　　　　　　　　日本弁護士連合会　ぎょうせい
3　更生保護入門　第5版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本勝 編著　成文堂

　  新・社会福祉士養成講座『更生保護制度20　第4版』中央法規出版　2017/02

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

１　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、実践的に習得する。

２　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。
３　具体的な課題別の相談援助事例分析を通して、総合的かつ包括的な援助について実践的に活用
　　できるようにする。
４　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）を通して、社会福祉士としての実
　　践力を高める。

[学習の進め方]

　　ソーシャルワークの価値や倫理などの基本理念、必要な知識や技術の学習を通して専門職とし
　て必要な視点や実践方法を学ぶ。前半は主に自己理解（覚知）と他者理解、コミュニケーション
　や面接技術の習得、マッピングの技法などを学習し、後半は相談援助の技法理解を見込み、事例
　研究を通じてソーシャルワークのシステム論やアプローチ論の理解、更には、支援計画作成過程
　（アセスメント、プランニング、インターベンションなど）ソーシャルワーク実践の具体的な展
　開技術を学ぶ。

[学習内容]

１　面接授業（前半集中演習）①～④　
　　①　自己理解（覚知）と他者理解、マイクロカウンセリングを中心とした基本的なコミュニ
　　　　ケーション技術の習得とインテーク基本理論を理解する。
　　②　グループワーク（ブレンストーミング、カードワーク、アクテイビティ）より対人関係の
　　　構築、相談援助に求められる倫理観、価値観、問題の焦点化を体験的に理解する。　　　

　　③　ロールプレイを通して面接の技法や受容と共感など、基本的な面接技術の習得を図る。

　　⑤　事例検討よりソーシャルワークの理論を考察し、カード分類法やマッピングの技法等を活
　　　　用し生活問題の焦点を体験的に理解する。　　　　　

２　面接授業（後半集中演習）⑤～⑦
　　①　ソーシャルワークの価値と倫理及び相談援助技術理論を関連的に理解する。
　　②　事例検討を通じて、クライエント像の明確化、クライエントニーズの理解を図る。
　　③　領域別事例研究を通して、支援計画の作成（アセスメント、プランニング、インターベン
　　　　ションなど）を体験的に理解する。（マッピング技法、プレゼンテーション法含む）　
　　④　地域福祉(コミュニティソーシャルワーク)事例研究を通して、支援計画の作成（パーソナ
　　　　ルアセスメント・コミュニティアセスメント、プラニング、インターベンションなど）
　　　　を体験的に理解する。
　　※　アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発

[面接授業への参加の注意]
１　面接授業（スクーリング）の参加に当たっては、『学習の手引き』「４　面接授業（スクー
　　リング）・学習サポートについて」の内容をよく理解し参加すること。
２　面接授業は100％出席が履修の条件となっている。原則欠席・遅刻・早退は認められない。
３　履修にあたり、質問等があれば社会福祉士通信課程事務局に相談すること。

　　④　記録法を理解・習得する（ジェノグラム、エコマップ、叙述体、要約体、説明体）

面接授業時間 45  時間 実施期間(演習①～④) 　２０２１年６月～７月　道内４会場

実  施  日  数 7  日間 実施期間(演習⑤～⑦) 　２０２２年６月～８月　道内４会場

相談援助演習（面接授業）

学習の種類 　面接授業

担 当 教 員

　　阿部好恵、大内髙雄、高橋銀司
　　栗田克実、澤伊三男、鈴木道代
　　長谷川武史、廣畑圭介、平野啓介
　　越石　全、中島伸晃、中尾秀美



[参考文献]
　白澤　政和他編『社会福祉士相談援助演習第2版』中央法規（2015年2月）

　澤　伊三男他編『ソーシャルワーク実践事例集』明石書店（2009年3月）

　渋谷　哲他編『新版ソーシャルワーク実践事例集』　明石書店（2016年2月）

[単位認定の方法や基準]

　グループディスカッションにおける、傾聴的・共感的態度、積極的参加・発言及びレポートの評価
を合わせ総合的に判断する。なお、遅刻・欠席は認められず、すべての時間の出席が単位認定の条件
になる。



[学習の目的・目標]

　相談援助演習は、社会福祉理論および概念（技術・方法）と社会福祉実践の二つの側面を交互に関連づ

け、理論化と実践化を繰り返し社会福祉の発展に寄与することを目的としている。

　演習では、理論学習にも、実践現場での実習体験にも近づくことができ、特に、他の科目との関連性を

視野に入れつつ、社会福祉士（ソーシャルワーカー）に求められる相談援助に係る知識と技術について、

実践的に習得し、専門援助技術として概念化し理論化し体系だてていく能力を身につけていくことを目指

している。ついては以下を目標して学ぶ。

１　社会福祉士として求められる相談援助の基本的な価値・倫理や考え方を踏まえて、実践的に捉える技

　　術の向上を目指す。（自己の理解、コミュニケーションや面接技術など）　　

２　具体的な課題別の援助事例を通じて、その援助過程と総合的かつ包括的に援助していく知識や技術及

　　びその留意点について学ぶ。　　

３　社会福祉の価値・理論・技術と社会福祉実践を体系化できる力量形成を目指す。 

[学習の進め方]

　社会福祉士養成カリキュラムでは、具体的な相談援助事例を活用し、援助場面やその援助過程を想定し

総合的・包括的に理解することが重視されています。参考文献等に掲載しているテキストや実践事例集を

含め理解するようにされるとよいでしょう。また、社会福祉援助実践の対象はすぐれて現代の社会福祉問

題から派生していることに留意し、日ごろから新聞やTV報道に関心を持ち、社会福祉援助実践の視点から

いかに対応すべきかに心掛けておくことが大切です。　

　レポート作成では、テーマに関する文献（テキストや参考文献等）を複数冊読み込み、求められている

内容を客観的に整理し、ソーシャルワーカーとしての自分の考えを根拠を踏まえて述べる習慣をつけるよ

うにしてください。その際は、引用と自分の考えは明確にわかるように記述するようしてください。

[学習内容]
１　相談援助における基本的価値・倫理・技術について 
　①　社会福祉専門職としての価値・倫理
　　１）ソーシャルワーカーの使命と役割
　　２）社会福祉士（ソーシャルワーカー）の倫理綱領
　②　他者理解と自己理解・自己覚知
　　１）基本的コミュ二ケーションの理解
　　２）言語的コミュニケーション
　　３）非言語的コミュニケーション
　③　相談援助のための面接技術と記録　
　　１）面接者の基本姿勢―バイステック（F.B.Biestek）の7原則
　　２）面接の構造・目的・展開
　　３）面接におけるコミュニケーション
　　４）記録の意義と種類及び活用など
　④　相談援助とスーパーヴィジョンの意義と方法
　⑤　相談援助における個人情報保護の意義と課題

レポート提出回数 5 　回 添削返却時期

  ①　　　 ２０２１年１１月末頃
　②　　　 ２０２２年　３月末頃
　③　　　 ２０２２年　７月末頃
　④　⑤　２０２２年１１月末頃

相談援助演習（課題レポート）
学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 大内　　髙雄

自 宅 学 習 時 間 405 　時間 提出期限(学生）

　①　　　 ２０２１年　８月末
　②　　　 ２０２１年１２月末
　③　　　 ２０２２年　4月末
　④　⑤　 ２０２２年　8月末



２　総合的かつ包括的な援助技術及び地域福祉の基盤整備と開発
　①　社会福祉援助と権利擁護活動
　　１）高齢者虐待の発見・アセスメントから支援の視点とプロセス
　　　（１）相談援助プロセスとソーシャルワーカーとしての視点
　②　支援展開過程　　
　　１） インテーク（受理面接）
　　２）アセスメント
　　３）支援計画の策定
　　４）支援の実施
　　５）モニタリング
　　６）効果測定
　　７）終結とアフターケア
　③  相談援助実践におけるストレングスの視点

３　相談援助業務の実践と他職種との連携・協働
　①  アウトリーチ
　②  チームアプローチ
　③  ネットワーキング
　④  ケアマネジメント

４　地域福祉（コミュニティソーシャルワーク）の基盤整備と開発
　①  地域診断（地域アセスメント）―情報収集とニーズの把握―
　②  地域福祉計画策定・実施・評価
　③  ネットワーキング
　④  社会資源の開発と社会活動法
　⑤地域福祉と住民参加の意義と方法

重要・[レポート作成にあたっての留意点]
　　　１　学習の手引きの「課題レポートの作成について」を踏まえること。（不備な部分は減点対象となる）
　　　２　引用（テキストを含む）・参考文献は必ず記載すること。（レポートの字数には含まれない）　
　　　３　自分の意見とそれ以外の部分が明確に分るよう記載する。
　　　４　レポートテーマに関し、まず基本文献（テキスト）を読み込み、さらに参考文献等で検討や考察しまとめる。

■レポート課題　　学習期間　（２０２１年５月 ～ ２０２２年８月）

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[参考文献]

　１　社会福祉士養成講座編集委員会（『権利擁護と成年後見制度』・『相談援助の基盤と専門職　第3版』
　　　『相談援助の理論と方法Ⅰ及びⅡ　第3版』・『地域福祉の理論と方法　第3版』中央法規　2015年
　　　『高齢者に対する支援と介護保険制度　第６版』中央法規　2019　　　　　　　
　２　白澤政和・福山和女・石川久展編『社会福祉士相談援助演習』中央法規　2009年　　　　　　　　
　３　北島英治・副田あけみ・高橋重宏他編『ソーシャルワーク演習（上）』有斐閣　2002年
　４　黒木保博・小林良二・坂田周一他編『ソーシャルワーク演習（下）』有斐閣　2003年　
　５　日本社会福祉士会編『改訂　社会福祉士の倫理綱領実践ガイドブック』中央法規2009年
　６　F・B・バイステック著尾崎新・福田俊子・原田和幸訳『ケースワークの原則[新訳版]‐援助関係を形成
　　　する技法』誠信書房　1996年　7
　７　渋谷哲・山下浩紀編『新版　ソーシャルワーク実践事例集』明石書店　2016年
　８　高山直樹・川村隆彦・大石剛一郎編『福祉キーワードシリーズ権利擁護』中央法規　2002年
　９　黒木保博・山辺朗子・倉石哲也編『福祉キーワードシリーズソーシャルワーク」中央法規　2002年
　10　日本社会福祉実践理論学会編『新版　社会福祉実践基本用語辞典』川島書店　2004年　　　
　11　日本社会福祉学会辞典編集員会『社会福祉学辞典』丸善出版　2014年
　12　中島修・菱沼幹男共編『コミュニティソーシャルワークの理論と実践』中央法規　2015年
　13　日本社会福祉士会編集『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対
　　　応の手引き（第2版）』中央法規　2012年

[履修認定の方法及び基準]
　　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
　「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定

が科目の成績となる。
　　評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　　　　

　14　日本ソーシャルワーク教育学校連盟『ソーシャルワークの基盤と専門職〔共通・社会専門〕』中央法規
　　　2021年



[学習の目的・目標]

　実習の意義について理解し、実習に係る個別指導並びに集団指導により、相談援助に係る知識と

技術について理解し、実践的な技術を体得する。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など総合的に対応できる能力を習得する。

[学習の進め方]

　「相談援助実習」の事前指導として、前半では社会福祉士としての実践力を体得するための事前
準備を行う。
　後半は、事後指導として実習の経験を踏まえ、学んだ知識・技術を概念化し定着化させるための
学習を行う。

[学習内容]

１　面接授業（前半集中演習）①～③　

（１）相談援助実習の理解

　１）意義と目的

　２）相談援助実習の実習３者・４者関係の理解

　３）契約事項としての相談援助実習

（２）社会福祉関連領域に関する基本的理解と周知把握事項

　１）施設・機関の法令根拠、機能や役割の理解

　２）入所者、利用者の特性理解　

（３）実習に必要となる相談援助に関する知識、技術、倫理

　１）実習に必要なソーシャルワークの知識・技術等

　２）ＦＳＷとＲＳＷ９機能モデル、ソーシャルワークの機能

　３）相談援助実習　３段階プログラム

　４）相談援助実習コンピテンス

　５）実習におけるプライバシーの保護と守秘義務等

（４）実習計画の意義、方法についての理解

　１）実習目標、焦点の明確化（経過目標、達成目標）

　２）相談援助実習３段階プログラムの具体的な捉え

　３）実習先の実際に応じた実習計画の作成

（５）実習記録の意義、方法についての理解

　１）記録の目的

　２）記載文体（記録方法、記載内容）

　３）記録活用法（スーパーバイズ等）

１）ケース研究・地域研究の目的

２）ケース研究・地域研究展開方法

３）ケース研究・地域研究方法のまとめ方

　２０２２年５月～８月　札幌会場

（６）ケース研究・地域研究方法の理解

実  施  日  数 5  日間 実施期間(④～⑤)

　２０２１年６月～８月　道内４会場

相談援助実習指導（面接授業）

※　該当者のみ

学習の種類 　面接授業

担 当 教 員 　　越石　　 全　・　中島　伸晃

面接授業時間 27  時間 実施期間(①～③)



２　面接授業（後半集中演習）④～⑤

①実習で学んだことの振り返り、実習総括レポートの作成

　　１）相談援助実習　３段階プログラムの内容理解

　　２）スペシフィックからジェネリックへの理解の転換　　自己覚知と自己評価

　　３）ジレンマ体験

　　４）実習報告会

　　５）相談援助実習コンピテンス

[面接授業への参加の注意]

１　面接授業（スクーリング）の受講に当たっては、学習の手引きⅣ面接授業（スクーリング）

　　学習サポートの内容をよく理解し受講してください。

２　面接授業は100％出席が履修の条件となっています。原則欠席・遅刻・早退は認められません。

３　履修にあたり、ご質問等がございましたら社会福祉士通信課程事務局にご相談ください。

[テキスト]

２「相談援助実習マニュアル　－第6版－」

[履修認定の方法及び基準]

以下の配点の総合評価とする．

１　実習前コンピテンスアセスメント　２０点．

２　実習事前課題　２０点．

３　ケース・地域研究　３０点．

４　実習報告書　３０点．　

　上記の和を100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。

　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点

が「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の

決定が科目の成績となる。

評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　

１「社会福祉士相談援助実習 第2版」日本社会福祉士養成校協会監修 中央法規出版　2017年



[学習の目的・目標]

実習の意義、実習に係る個別指導並びに集団指導により、相談援助に係る知識と技術について理解

し、実践的な技術を会得する。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
課題把握など総合的に対応できる能力を修得する。

[学習の進め方]
　　ソーシャルワークの価値や倫理などの基本理念、必要な知識や技術の学習を通して専門職とし
　て必要な視点や展開方法を学ぶとともに前半は主にコミュニケーション、面接技術の習得やネッ
　トワークの方法などを学習し、後半は支援計画の作成やジェノグラム等の作成を通して、要支援
　者のニーズの把握及びアセスメントの方法などエコロジカル・ソーシャルワークの具体的な展開
　技術を学ぶ。

[学習内容]

１　相談援助実習の理解
　①意義と目的
　②相談援助実習の実習３者・４者関係の理解
　③契約事項としての相談援助実習

２　社会福祉関連領域に関する基本的理解と周知把握事項
　①施設、機関の法令根拠、機能や役割の理解
　②入所者、利用者の特性理解　

３　実習に必要となる相談援助に関する知識、技術、倫理
　①ＲＳＷ９機能
　②相談援助実習　３段階プログラム
　③相談援助実習コンピテンス
　④相談援助実習評価表の理解

４　実習計画の意義、方法についての理解
　①実習目標、焦点の明確化（経過目標、達成目標）
　②相談援助実習３段階プログラムの具体的な捉え

５　実習記録の意義、方法
　①記録の目的
　②記載文体
　③記録活用法（スーパーバイズ等）

６実習で学んだことの振り返り、実習総括レポートの作成
　①相談援助実習　３段階プログラムの内容理解
　②スペイシフィックからジェネリックへの理解の転換
　③ジレンマ体験

自 宅 学 習 時 間 243 　時間 提出期限(学生）
　①　　   ２０２１年８月末
　②　③  ２０２２年８月末

相談援助実習指導（課題レポート）

※　該当者のみ

学習の種類 　印刷教材によるレポート提出

担 当 教 員 　中島　伸晃　・　越石　全

レポート提出回数 3 　回 添削返却時期
  ①       ２０２１年１１月末頃
  ②  ③  ２０２２年１１月末頃



■レポート課題　学習期間　（２０２１年５月～２０２２年８月末）

　　■その他

[テキスト]

２「相談援助実習マニュアル　－第7版－」

[履修認定の方法及び基準]
　レポートを100点満点で採点し、そのの得点を評価とする。
　評定は秀、優、良、可、不可の5段階に区分され、評価点数が100点～90点が「秀」、89点～80点が
「優」、79点～70点が「良」、69点～60点が「可」、60点未満が「不可」の評定となる。評定の決定が
科目の成績となる。評価点数60点未満の「不可」評定の場合、科目の履修は認められません。　

１「社会福祉士相談援助実習 第2版」日本社会福祉士養成校協会監修 中央法規出版　2017年

　　　相談援助実習の準備として別途「相談援助実習計画書」等の作成・提出が必要となる。
　　　なお、作成や提出の詳細は、面接授業（相談援助実習指導）時に説明・指示する。

★　レポート課題の詳細（課題文・注意事項等）については、
　　　学習支援システム『Glexa（グレクサ）』に掲載しています。



[学習の目的・目標]

　　的な技術等を体得する。

　　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。

[学 習 内 容]

　　の把握およびそこでのチームアプローチの理解を学ぶ。　　

３　実習中は、実習指導職員（スーパーバイザー）による指導と、週１回の実習担当教員による

　　訪問指導を実施する。　　

[課　題]

　相談援助実習指導（面接授業）等において、詳細説明・指示をする。
　なお、注意事項は、以下のとおりである。

２　相談援助実習計画書の作成、実習事前訪問等を行う必要がある。
３　実習日誌（毎日）の提出、中間報告及び終了報告書の提出のほか、実習先から課せられた課
　　題を行うこと。

[テキスト]

１「社会福祉士相談援助実習 第2版」日本社会福祉士養成校協会監修、中央法規出版、2014年。
２『学習の手引き』「相談援助実習」の項のほか、面接授業「相談援助実習指導」時の配布物。
３「相談援助実習マニュアル　－第７版－」

[履修認定の方法及び基準]
　「相談援助実習」の成績評価については、以下の内容にて行う。
　なお、成績評価にあたっては、次の条件を満たしていることが前提条件となる。
　１．授業科目「相談援助実習指導」を同時に履修していること。
　２．授業科目「相談援助実習指導」の次の成績評価条件を満たしていること。

（１）　面接授業をすべて出席していること。
（２）　課題レポートをすべて提出し、合格していること。　

　３．現場での配属実習の規定時間数（１８０時間以上かつ２３日間以上）を満たしていること。

　評価配点は、実習施設・機関からの評価７０点、実習関係書類（実習日誌」等一式）３０点の和
とする。実習施設・機関からの評価基準は、「評価表」における総合評価を基準とし、４大変良い 
（70点）、３：よい （60点）、２：努力を要する （50点）、１：かなり努力を要する （40点）

とする。ただし、評価点１の場合は、不可（不合格）とする。
　実習関係書類（実習日誌等一式）の評価基準は、実習関係書類（実習日誌等一式）の提出状況に
よる評価基準で、実習終了後、概ね１か月以内に学校へ提出すること。正当な理由なく提出が遅れ
た場合は、減点対象とする。評価段階は６段階（30,25,20,15,10,5点）で評価する。
　ただし、別途指示する書類を全て提出しなければ履修認定は不合格とする。。

相談援助実習
※　該当者のみ

学習の種類 　施設、機関での現場実習

担 当 教 員
　廣畑　圭介、宮澤　英雄、酒井　賢一
　立藏　昭彦、中島　伸晃、越石　　全

　　集中・分散

別途シラバスによる

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

１　厚生労働省令の定める施設・機関における「相談援助実習」を行う。

１　実習施設の協力で行われる１８０時間以上かつ２３日間以上の実習であることを理解するこ
　　と。

２　相談援助実習は、「職場実習」「職種実習」「ソーシャルワーク実習」の３段階で展開され

　　る予定である。そこでは、利用者への援助過程と援助方法、実習する施設・機関の組織構造

提 出 課 題 実 習 時 期
  ２０２１年９月～２０２２年８月の間で
　個別に定めた期日

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質

実 習 形 態 実 習 時 間 　180時間以上､かつ23日間以上


