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大　学

レポート・科目終了試験 ■

スクーリング □

お知らせ □

科目終了試験に関するアドバイス
※過去の科目終了試験に関するアドバイスは Web上で確認できます。
　http://www.seitoku.jp/tk/tk_info/examination.html

 1/13実施分
地域福祉論Ⅰ 科目コード C121 実施試験日 平成31年1⽉13日

2. の設題では、特に70年代以降のわが国の地域福祉発展過程について確認して下さい。その際、特にアメリカとイギ
リスからの影響について、関連づけて学習してください。
4. の８０年代後半からの地域福祉の発展については、在宅福祉サービスの発展、市町村への権限の委譲、ボランティ
アなどインフォーマルサポートの必要性とその支援等の視点で、まとめをして欲しいと思います。

地域福祉論Ⅱ 科目コード C122 実施試験日 平成31年1⽉13日

3．語句の説明では、NPO法人と認定 NPO法人の差について、明確に記載すること。
4．「これからの地域福祉のあり方に関する報告」は現在の地域福祉の方向性にも大きく関係しているので、よく確認をしてお
くこと。

保育の心理学Ⅰ 科目コード C193 実施試験日 平成31年1⽉13日

テキストをしっかり読み、⽤語の定義を具体的な子どもの姿とも結びつけながら理解しましょう。

社会福祉学Ⅰ（含職業指導） 科目コード D001 実施試験日 平成31年1⽉13日

１⽉１３日実施分の解答は次の通り。
４５　３と４　１５／１５１２１／ ５５２１５／ ３２５５２／１２２１２

社会福祉学Ⅱ【社会福祉学科】 科目コード D002 実施試験日 平成31年1⽉13日

１⽉１３日実施分の解答は次の通り。
１４２２１／ ３５５３４／ ５１３３３／４１５４１／ ３１４３４

社会学・社会学概論 科目コード D090・C124・L002 実施試験日 平成31年1⽉13日

１⽉１３日実施分の解答は次の通り。
３４１４４／１２２３３／４２３５４／ ５２３３３／ ３２４５４

福祉計画論 科目コード D098 実施試験日 平成31年1⽉13日

4 の記述については、それぞれ策定の根拠はどのようになっているかを、再度確認のこと。

英米の詩Ⅰ 科目コード G001 実施試験日 平成31年1⽉13日

今後受験を予定している学生の皆様へ
教科書『英米の詩Ⅰ』を入念に読み、理解した上で受験に臨んでください。

心理検査理論・心理的アセスメントⅠ 科目コード P014・P053 実施試験日 平成31年1⽉13日

心理学領域にとって、心理検査は極めて重要なツールです。従って、心理学を学ぶにあたり、その⼿順や各段階における注意
点は知識として確実に身についている必要のあるものです。具体的な心理検査の作成をイメージしながら、各段階のポイン
トをおさえ、一連の作業をマスターしましょう。加えて、信頼性と妥当性（特に後者）は、心理検査が備えていることが必須で
すので、各ワードがどのようなもので、どのように検証されるのかという点についてもマスターしましょう。

漢文学の基礎Ⅰ 科目コード U089 実施試験日 平成31年1⽉13日

中国歴代王朝の順番を把握しておいて下さい。思想内容についての出題で“孔子の教え”という解答は不正解。もっと具体的
な内容（孔子の教えは“仁”を基本としており、その“仁”とは～）を答えてください。

漢文学の基礎Ⅱ 科目コード U090 実施試験日 平成31年1⽉13日

“唐詩の展開について、代表的詩人を挙げ”て答えるのであるから、どちらか片方だけでは不充分。不合格の多くは詩人の名と、
その詩人の略歴や作風を述べるだけの解答です。その時代の詩の特徴は教科書に記述がありますから、確認してください。

 2/10実施分
社会福祉学Ⅰ（含職業指導） 科目コード D001 実施試験日 平成31年2⽉10日

２⽉１０日実施分の解答は次の通り。
４１　１と３　２３／ ２４１３１／ ５５１　２と４　５／１５２４５／ ２と３　３４５１

社会福祉学Ⅱ【社会福祉学科】 科目コード D002 実施試験日 平成31年2⽉10日

２⽉１０日実施分の解答は次の通り。
５１１２３／１１４４４／ ５　３と５　４２５／４１５４３／１４４１２
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社会学・社会学概論 科目コード D090・C124・L002 実施試験日 平成31年2⽉10日

２⽉１０日実施分の解答は次の通り。
４４５４３／１４４１４／ ３３４２１／ ５４１５５／ ５２１１３

教育方法学 科目コード C011 実施試験日 平成31年2⽉10日

・テキストにある基本的な⽤語（教育の場、評価、コミュニケーション、教育目標など）を理解して、説明できるようにしてください。
・ 論述の問題については、子どもの立場、そのときの状態をよく理解して考えをまとめてください。教師が一方的に計画し、指示し、

評価するのではなく。

保育の心理学Ⅰ 科目コード C193 実施試験日 平成31年2⽉10日

専門⽤語を具体的な子どもの姿と結びつけて理解しましょう。レポートの添削されたところをよく復習して試験に臨んでくだ
さい。

解剖生理学 科目コード D059 実施試験日 平成31年2⽉10日

教科書を何回か読まれ、各臓器について御自身でまとめてみましょう。

英米の詩Ⅰ 科目コード G001 実施試験日 平成31年2⽉10日

今後受験を予定している学生の皆様へ
教科書『英米の詩Ⅰ』を入念に読み、理解した上で受験に臨んでください。

心理的アセスメントⅠ 科目コード P053 実施試験日 平成31年2⽉10日

評価が低くなるポイントとして、標準化の各段階の記述があやふやな点が挙げられます。自分が実際に検査を作成す
ることをシミュレートしながら復習すると良いと思います。また評価は作成の６段階が記述されていることが前提で
す。信頼性と妥当性も同様に文章のみを覚えて、実際（具体的に）どのようなものなのかがあいまいであるような回答
も見受けられるので、シミュレートしてみましょう。
最後に文章としての体裁が守られていない回答が多く見受けられます。注意しましょう。

イギリス文学史Ⅰ 科目コード U020 実施試験日 平成31年2⽉10日

科目終了試験については、レポートの講評欄のところに出題範囲と出題内容が書かれてあります。時間をかけて学習
した上で、受験してください。

スクーリング

平成31年度 スクーリングについて
平成31年度 夏期スクーリングについて

現在日程を調整中です。5⽉中旬発送予定の「スクーリングのしおり」に掲載されますので、決定までお待ちくださ
い（それ以前のお問合わせには一切応じられません）。また夏期スクーリングにかかわる⼿続きは以下の通りです。

● 事前提出・合格が必要な科目のレポート締切日… 5月31日（金）必着
● 事前合格が必要な科目の有効な科目終了試験… 5月12日（日）実施分まで
● 夏期スクーリング申込締切… 6月7日（金）必着 （申込書は「スクーリングのしおり」に同封されます）

教職実践演習は、年2回（夏期・冬期）の開講となります。実習時期や受講条件をご確認の上、計画的な学習
をお願いいたします。平成31年度の受講条件（予定）は『聖徳通信1⽉号』32～33ページに掲載しています。
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科目終了試験に関するアドバイス

※過去の科目終了試験に関するアドバイスは Web上で確認できます。
　http://www.seitoku.jp/tk/tk_info/examination.html

 2/10実施分
児童福祉学Ⅰ 科目コード C032 実施試験日 平成31年2月10日

科目終了試験では履修の成果を試験問題に解答して頂くことで表明することができます。もし、問題に対して十分
な解答ができないと思われる場合であっても、児童の福祉、家族のことなど、日頃考えていることがあると思いま
すので、それを独自の書き方で記述して下さい。白紙提出では折角学んだ成果が見えません。

児童福祉学Ⅱ 科目コード C033 実施試験日 平成31年2月10日

解答する場合は自分の考えを記述するということになれば、何らかの記述ができる筈です。文章は途中まで書かれ
ても述語によって意味が変わってきます。短い文章であっても一文を完成させるよう望みます。

 3/10実施分
障害児心理学【教職】 科目コード C014 実施試験日 平成31年3月10日

・ 論述の場合もテーマの文章をよく読んで、それに正対して解答を書くこと。示された内容にふれていなかっ
たり、問いに答えていないで文章を長々と書いても、得点することはできない。

・おそれずに専門用語を使って書くようにしよう。例え間違えても、その方がずっと大学生らしい。

精神保健 科目コード C042 実施試験日 平成31年3月10日

専門用語の適切な理解と使用が重要である。

解剖生理学 科目コード D059 実施試験日 平成31年3月10日

教科書をくり返し読んで、御自身で各臓器の解剖についてまとめてみましょう。

医学一般Ⅱ 科目コード D115 実施試験日 平成31年3月10日

ある臓器（器官）におこる２種類の疾患について答えるように問われているのに、１種類の疾患についての
み答えている人が数名いました。答えがわからなかったためかもしれませんが、勘違いかもしれませんので、
十分注意してください。

現代アメリカ事情 科目コード F006 実施試験日 平成31年3月10日

テキストをくり返し丁寧に読み、基本的な用語を正確に理解してください。

児童サービス論 科目コード J099 実施試験日 平成31年3月10日

児童サービス論の科目終了試験では、教科書で学ばれたことに加えて、レポート第１課題と第２課題を通じ
て学修したことも問われます。科目終了試験を受ける前には、必ず教科書やこれまで提出された課題を読み、
復習してから取り組みましょう。

英語科教育法Ⅰ 科目コード K018 実施試験日 平成31年3月10日

指定教科書の読み込みは当然として、自ら進んで関連書籍を読み、最近の英語教育の諸問題・言語習得の理論
を学んで下さい。現在の教育現場は課題山積です。１冊で満足しないように励んでください。
教育で重視すべき３要素（理解・思考・表現）と言われ続けてはいますが、後者２つの英語運用力が特に不足
を感じます。作文課題で同じ語彙・フレーズの繰り返しは評価を下げるので注意。

心理検査理論・心理的アセスメントⅠ 科目コード P014・P053 実施試験日 平成31年3月10日

正しい内容が記述されていることは大前提ですが、その他の重要な点として「体裁」が挙げられます。「箇条
書きは認めない」にも関わらず箇条書きだったり、体言止めや口語が使われるなど、一般的な文章としての体
裁が守られていないことが多々あります。また、試験やレポートなどの報告書としての側面を持つ回答形式
であることに鑑み、「ついに」「いよいよ」などの小説で用いられるような副詞は用いるべきではありません。
さらに特に報告書では必要なキーワードは必ず明記するようにしましょう。

□ スクーリング

■ レポート・科目終了試験

□ お知らせ
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ストレス心理学Ⅰ 科目コード P074 実施試験日 平成31年3月10日

試験はテキスト全体を範囲としています。
テキストにある「ストレス心理学」に関する基本的な用語を理解して説明できるようにしてください。

イギリスの歴史Ⅰ 科目コード U018 実施試験日 平成31年3月10日

教科書をくり返し読み、歴史の大まかな流れを理解するようにしてください。
はじめから年号や人物名のみに集中して暗記しようとしても、なかなか覚えられるものではありません。「な
ぜ、こういうことが起きたのか」を意識しながら、教科書を読み、理解していきましょう。

アメリカの歴史Ⅰ 科目コード U019 実施試験日 平成31年3月10日

テキストを丁寧に読み、基本的な語句を正確に理解してください。

英米の詩Ⅰ 科目コード U022 実施試験日 平成31年3月10日

今後受験を予定している学生の皆様へ
教科書『英米の詩Ⅰ』を入念に読み、理解した上で受験に臨んでください。

現代アメリカ事情Ⅰ 科目コード U050 実施試験日 平成31年3月10日

英語の基本的な用法、語句の意味を正確に把握するように心がけてください。

スクーリング □

レポート・科目終了試験 ■

お知らせ □
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