
授業科目名 社会福祉概論
科目コード K1603F02

英文名 Introduction to Social Welfare

科目区分 子どもと家庭・地域の自立支援

職名 教授  担当教員名 宮田　徹  

学部 子ども育成学部 学科 子ども育成学科

曜日 火曜日  金曜日  時限 2限目  5限目  

開講時期 3年通年 授業の方法 講義

必修・選択 学部必修 単位数 4単位

授業の概要
福祉の思想と理論、歴史、生活課題、専門職と実践、機関・施設・事業と運営管理、制度・政策と計画、公民の協働・ネッ
トワークなど社会福祉の全体について概観するとともに、今日的な課題や動向とも関連付けながら学習し、少子高齢社会に
おける子ども育成の担い手としての視野を広げ、保育や福祉の専門職に向かう志（こころざし）を再確認していく。（担当
教員：児童福祉分野における実務経験あり）

キーワード ①社会福祉 ②社会保障 ③福祉政策 ④ ⑤

到達目標

社会福祉の理論や思想をふまえ、現代社会における福祉制度の意義・理念、福祉政策との関連や福祉政策におけるニーズと資源，方法等について基本的事項を理解し
、少子高齢社会の福祉政策の現状と課題を説明できる。（50%)

人々のウェルビーイングや権利保障に高い関心をもち、自らもその実現に向けて努力しようとする意欲をもつ。（50%)

 

 

 

卒業要件・資格関連等

卒業要件 幼稚園教諭 保育士 小学校教諭 社会福祉士 スクール
ソーシャルワーカー

  ◎  ◎ ○

ディプロマポリシー ②教育・保育・福祉の専門職としての資質・能力（専門性の向上）  

カリキュラムポリシー ②子ども育成の理論と実践  

キー・コンピテンシー（重視する能力）

コミュニケーション力 協働力 課題解決力 人間理解力 教育支援力

  ◎ ○ ○

教授方法（授業方法）

知識教授型 対話型授業 演習・反復型授業 グループ演習 地域ﾌｨｰﾙﾄﾞ
ﾜｰｸ

授業外学修指導・
自主活動

◎ ○     



授業計画

回数 授業内容 詳細 標準時間

第1回

オリエンテーション　　　社会福祉における視点と枠組み①
社会福祉の新たな展開（新社会福祉士養成教育課程の特徴・用語の整理ほか）

【予習】授業計画等を確認しておくこと　 90分

【復習】社会福祉における視点と枠組みについて、テキストの該当部分及び授業内容を振り返ること 90分

第2回

社会福祉における視点と枠組み②
社会福祉政策理解の枠組み（社会福祉のL字型構造・福祉政策のブロッコリー型構造ほか）

【予習】社会福祉政策理解の枠組（特に「社会福祉のL字型構造・福祉政策のブロッコリー型構造）について，テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】社会福祉政策理解の枠組（特に「社会福祉のL字型構造・福祉政策のブロッコリー型構造）について，授業内容を確認し，理解を深める 90分

第3回

社会の変化と福祉①
伝統社会から近代社会へ・市民権の確立と福祉国家の成立

【予習】伝統社会から近代社会へ・市民権の確立と福祉国家の成立について、テキストの該当部分（11-17）を読んでおくこと 30分

【復習】伝統社会から近代社会へ・市民権の確立と福祉国家の成立について、授業内容を確認し理解を深める 60分

第4回

社会の変化と福祉②
福祉国家の変容・現代社会の変化と福祉・福祉政策の現代的課題

【予習】福祉国家の変容・現代社会の変化と福祉・福祉政策の現代的課題について、テキストの該当部分（18-30）を読んでおくこと 90分

【復習】福祉国家の変容・現代社会の変化と福祉・福祉政策の現代的課題について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第5回

福祉と福祉政策①
価値規範としての福祉・社会福祉の拡大と限定

【予習】価値規範としての福祉・社会福祉の拡大と限定について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】価値規範としての福祉・社会福祉の拡大と限定について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第6回

福祉と福祉政策②
施策コラボレーションとしての福祉政策・社会福祉士の役割と機能

【予習】施策コラボレーションとしての福祉政策・社会福祉士の役割と機能について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】施策コラボレーションとしての福祉政策・社会福祉士の役割と機能について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第7回

福祉の思想と哲学①
福祉の思想・市場の論理と倫理

【予習】福祉の思想・市場の論理と倫理について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】福祉の思想・市場の論理と倫理について、授業内容を確認し理解を深める 90分



第8回

福祉の思想と哲学②
ロールズとセンに学ぶもの

【予習】ロールズとセンについて、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】ロールズとセンについて、授業内容を確認し理解を深める 90分

第9回

社会政策と福祉政策①
社会政策のなかの福祉政策

【予習】社会政策のなかの福祉政策について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】社会政策のなかの福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第10回

社会政策と福祉政策②
社会政策の体系と社会福祉政策／福祉政策の体系（社会福祉事業と福祉サービスほか）

【予習】社会政策の体系と社会福祉、福祉政策の体系（社会福祉事業と福祉サービスなど）について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】社会政策の体系と社会福祉、福祉政策の体系（社会福祉事業と福祉サービス等）について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第11回

福祉政策の発展過程①
近代化と福祉政策（近代国家形成以前の救済ほか）

【予習】日本の福祉政策の発展過程における「近代化と福祉政策」について、テキストの該当部分を読み、第二次世界大戦以前の救済制度、慈善事業、社会事業等の
流れをつかんでおくこと 90分

【復習】日本の福祉政策の発展過程における「近代化と福祉政策」について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第12回

福祉政策の発展過程②
戦後改革と高度経済成長期の福祉政策（戦後からの復興ほか）

【予習】日本の福祉政策の発展過程における「戦後改革と高度経済成長期の福祉政策」について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】「戦後改革と高度経済成長期の福祉政策」について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第13回

少子高齢化時代の福祉政策①
福祉政策の調整と進展

【予習】少子高齢化時代における「福祉政策の調整と進展」について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】少子高齢化時代における「福祉政策の調整と進展」について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第14回

少子高齢化時代の福祉政策②
1990年代および2000年代以降の福祉政策

【予習】1990年代および2000年代以降の福祉政策について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】1990年代および2000年代以降の福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分



第15回

福祉政策における必要と資源
必要とは何か、必要と福祉政策、必要の判定、福祉政策の資源

【予習】「福祉政策における必要と資源」について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】「福祉政策における必要と資源」について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第16回

オリエンテーション・福祉政策の理念・主体・手法
福祉政策の理念、福祉政策資源の配分システム、福祉政策の手法と政策決定過程

【予習】福祉政策の理念、福祉政策資源の配分システム、福祉政策の手法と政策決定過程について、テキストの該当部分等を読んでおくこと 90分

【復習】福祉政策の理念、福祉政策資源の配分システム、福祉政策の手法と政策決定過程について、授業内容を確認し、参考文献等を参照し、理解を深める 90分

第17回

福祉政策の関連領域①
人権擁護と福祉政策、保健医療と福祉政策

【予習】人権擁護と福祉政策、保健医療と福祉政策について、テキストの該当部分等を読んでおくこと 90分

【復習】人権擁護と福祉政策、保健医療と福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第18回

福祉政策の関連領域②
所得保障と福祉政策、雇用と福祉政策

【予習】所得保障と福祉政策、雇用と福祉政策について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】所得保障と福祉政策、雇用と福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第19回

福祉政策の関連領域③
教育と福祉政策、住宅と福祉政策

【予習】教育と福祉政策、住宅と福祉政策について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】教育と福祉政策、住宅と福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第20回

福祉政策の関連領域④
震災と福祉政策、その他

【予習】震災と福祉政策について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】震災と福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第21回

社会福祉制度の体系①
社会福祉制度の構造　

【予習】社会福祉制度の構造について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】社会福祉制度の構造について、授業内容を確認し理解を深める 90分



第22回

社会福祉制度の体系②
社会福祉制度と福祉サービス　

【予習】社会福祉制度と福祉サービスについて、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】社会福祉制度と福祉サービスについて、授業内容を確認し理解を深める 90分

第23回

福祉サービスの提供①
福祉サービスの提供＝利用過程

【予習】福祉サービスの提供＝利用過程について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】福祉サービスの提供＝利用過程について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第24回

福祉サービスの提供②
運営管理部門

【予習】福祉サービスにおける運営管理部門について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】福祉サービスにおける運営管理部門について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第25回

福祉サービスと援助活動①
相談援助の原則・視点・考え方と方法

【予習】相談援助の原則・視点・考え方と方法について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】相談援助の原則・視点・考え方と方法について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第26回

福祉サービスと援助活動②
地域福祉への展開－社会福祉士が行う地域社会へのはたらきかけ－

【予習】地域福祉への展開について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】地域福祉への展開について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第27回

福祉政策の国際比較①
欧米の福祉政策

【予習】欧米の福祉政策について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】欧米の福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第28回

福祉政策の国際比較②
東アジア諸国の福祉政策

【予習】東アジア諸国の福祉政策について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】東アジア諸国の福祉政策について、授業内容を確認し理解を深める 90分



第29回

福祉政策の課題と展望①
社会不安と福祉政策の課題、社会福祉の政策と解決過程

【予習】福祉政策の課題について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】福祉政策の課題について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第30回

福祉政策の課題と展望②
包摂的福祉政策への展開

【予習】包摂的福祉政策への展開について、テキストの該当部分を読んでおくこと 90分

【復習】包摂的福祉政策への展開について、授業内容を確認し理解を深める 90分

第31回

 

【予習】  

【復習】  

第32回

 

【予習】  

【復習】  

評価方法
到達目標項目１は期末筆記試験で評価する。（50%)
到達目標項目2はレポート及び受講態度・出席カードの記述内容等で評価する。(50%)
なお、評価する基準は、「富山国際大学成績評価基準」に従って評価する。
①人間性：20%　②社会性：30%　③専門性：50%

使用資料
＜テキスト＞

・社会福祉士養成講座編集委員会編（2014
）「新・社会福祉士養成講座4『現代社会と

使用資料
＜参考図書＞ 各種『福祉六法』（出版各社）

授業外学修等
・次回の学習範囲について教科書を読んでの予習、受講後のノートや配布資料の整理などの復習をして下さい。
・児童・障害者・高齢者・ひとり親・生活保護・地域福祉など、日々の新聞・テレビなどに注目しておいて下さい。
・自分の県や市町村のホームページや広報などで、身近な社会福祉サービスや地域活動に注目しておいて下さい。

授業外質問方法 ・研究室を訪ねて下さい。時間の都合がつく限り、質問や相談に対応します。（オフィスアワーは原則在室。予約不要）
・不在の場合は、メール（tmiyata@tuins.ac.jp)で連絡して下さい。

オフィス・アワー 金曜5限，E507研究室
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