
介護福祉専攻　2年生

学年 学期

福祉レクリエーション援助論 相田 2 前 選必 選択
①「福祉とは何か」 「レクリエーションとは何か」Ａ４用紙１枚にまとめなさい
②「なぜ福祉にレクリエーションが必要なのか」Ａ４用紙１枚にまとめなさい。

福祉レクリエーション援助技術 相田 2 通 選必 選択
高齢者や障がい者(児)を対象にスポーツや遊びを作ろう！ ①～④についてＡ４用紙各１枚に文やイラストを
使ってまとめなさい。主要素材以外の用具使用可。 ①新聞紙や広告 ②牛乳パック ③ペットボトル ④その
他,、身近にある素材

介護総合演習Ⅲ 小野 2 前 選必 必修
【課題１】２段階実習の実習先について、施設の概要を調べてまとめる。【課題２】２段階実習の個別目標を
考えてまとめる。（A４用紙２枚、２０００字程度）

【課題１】第３１回介護福祉士国家試験問題を本番と同じ試験時間（午前110分・午後110分）で解く。※
社会福祉振興・試験センターのホームページ（http://www.sssc.or.jp/index.html）より、「過去の試験問
題」の中から「第31回介護福祉士国家試験　筆記試験問題」をダウンロードできる。
【課題２】各自で採点して誤った問題については、十分に調べて他者にも説明できるようにまとめる。（A４
用紙２枚、２０００字程度）

参照ホームページ

美容福祉Ⅱ 川津 2 前 選必 選択
①高齢者メイクと若者メイクの違いとポイント②今年のトレンドを活かしたメイクとは…？ファッションや色
の流行りから、自分の考えをまとめて下さい。(人の画像を入れて、A4用紙2枚程度にまとめる)

美容福祉Ⅲ 信夫 2 前 選必 選択
『身だしなみとオシャレ』の違いを具体例をあげて、またあなたがどんな時にオシャレをしたいかをA4二枚
程度でまとめてください。

課題１：コロナウイルスで自粛要請であっても介護職は、働き続けなくてはなりません。コロナウイルスの対
応についてまとめてください。①コロナウイルスの感染経路を記入してください。②①に対し、どのように対
処する必要があるかを（A）買い物をするときの注意点（B）調理をするときの注意点（C）提供するときの注
意点をまとめて下さい。

課題２：利用者さんにバランスの良い食事を提供することが基本です。まずはご自身の食事の評価を行ってい
ただくために①食事記録と②SVの記入をしてください。参考文献：『新版福祉のための家政学－自立した生
活者を目指して－』建帛社P71 （バランスガイド）と農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_sizai/attach/pdf/index-56.pdf　③ご自身のBMI（資料
P11）と④適正エネルギー量（資料P5）をだし、⑤目標SVを一番上の段に記入し実際にたべたSV量と比較
してください。①②③④⑤より⑥考察（感想）を記入してください
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/yun/pdf/sheet3.pdf　（参照記入用紙）

参照ホームページのリンク

参照記入用紙のリンク

人間関係とコミュニケーション 堀 2 前 必修 必修
ことわざや格言から、人間関係に関すると考えるものを１０選び、それぞれについて１００字程度コメントを
つけてください。

認知症の理解Ⅰ 益川 2 前 選必 必修
「認知症」に関する新聞記事を１つ探し、「記事の紹介（貼り付け）、記事の要約、取り上げた理由、問題意
識、自分考察」をA4で２枚以内にまとめる。（方法は、１年次に作成した要領に準ずる）

医療的ケアⅢ 益川 2 前 選必 必修
「医療的ケア」テキスト付録のDVDを視聴し、「救急蘇生、喀痰吸引（２）、経管栄養（２）」の５つの各手
順を評価表を参考にしながら整理、理解しておく。「各手技の視聴回数、難しい・分からなかった点、疑問や
問題意識、感想や質問等」をA4で２枚以内にまとめる。

介護の基本Ⅴ 松山 2 前 選必 必修
厚生労働省老健局総務課 平成30年度「公的介護保険制度の現状と今後の役割」 のＰ1～11インターネットで
閲覧し、介護保険制度の制定の経緯と現状について、2000字程度でまとめなさい。

介護過程Ⅲ 松山 2 前 選必 必修

介護過程Ⅱでの学びをもとに、情報分析を行い、生活課題を抽出しなさい。その際、以下の情報をすべて使用
し、関連図の作成も行いなさい。

Ａ様　「過去に脳梗塞を発症した」・「右半身麻痺」・「車いすで食事をしている」・「左手でスプーンを持
ち食事をしている」・「口腔内に食物残渣がみられる」・「むせ込みがみられる」・「傾きが見られている」

関連図・情報の統合化（文章）・生活課題のすべてを提出すること。（字数制限は設けない）

私たちは、楽しみや生きがいをもって生活をしています。高齢者一人ひとりが生きがいをもって社会生活がで
きるように、地域で「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まっています。
下記のホームページを閲覧して、介護福祉士として、その人らしい生活の支援をするために、何が必要かを
2,000字程度でまとめてください。
・介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方(厚生労働省老健局振興課)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000192996.pdf
・介護予防・日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業これからの推進に向けて
－マンガでわかる推進ストーリー

参照資料リンク１
「介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方(厚生労働省老健局振興課)」

教科書「介護の基本Ⅰ」(建帛社)P.75～79及び、下記の総務省のホームページを閲覧して、生活時間からみ
た10歳以上の人と高齢者との違いについて、調べてください。調べて分かったことや高齢者の生活の課題
を、2,000字程度でまとめてください。
・平成28 年社会生活基本調査― 生活時間に関する結果 ―
P.2 表１ 男女，行動の種類別生活時間（平成23，28 年）－週全体
P.14表５－１ 男女，主な行動の種類別生活時間（平成23 年，28 年）－週全体，65 歳以上
P.15 図５－２ 一緒にいた人別睡眠を除く生活時間（平成28 年）－週全体，65 歳以上
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/pdf/gaiyou2.pdf

参照資料リンク

介護の基本Ⅳ 百田 2 前 選必 必修
教科書「介護の基本Ⅱ」(建帛社)P.1～P.17を読んで、生活とは何か、自立・自律した生活とはどんなもの
か、また、その大切さと利用者の自立・自律した生活を支援するための利用者理解として、何が必要かを教科
書にそって2,000字程度でまとめてください。

私たちの生活において色彩は大切な役割をもっています。ヒトの眼が物体と色を認識する仕組みを調べてくだ
さい。また、色が表す心理的な効果について、下記のホームページ等を参照してまとめてください。
https://iro-color.com/episode/about-color/yellow.html

参照ホームページ

経済学 森 2 前 選必 選必 課題は、別紙の２つのワードファイルを見ること。

栄養・調理 必修選必前2布川

必修楽しみ・家事生活 百田 2 前 必修

服飾コーディネート演習

介護の基本Ⅲ 百田 2 前 選必 必修

選択選必前2百田

宇都宮短期大学　人間福祉学科　自宅研修中の第2回学修課題一覧（４/20～５/６）

提出期限：５月５日（火）17時
提出先１：郵送（原則）
　　　　　〒321-0346宇都宮市下荒針長坂3829番地
　　　　　宇都宮短期大学人間福祉学科　第２回学修課題担当
提出先２：メール（指定のあった課題のみ）各課題一覧表の右側のメールアドレスに送付

注意１）課題は、各自下表の中から、【①必修科目(全員必修の科目)＋②専攻や履修モデル毎に必要な科目＋③その他履修登録した選択科目】を選択すること。
注意２）課題は、WORD入力が望ましいが、パソコンがない場合は、手書きでも可。
注意３）提出課題には学部学科、学年、学籍番号、氏名、科目名を記入すること。
注意４）質問はメールで課題一覧表の右側のメールアドレス宛に送付してください

必修介護福祉特別演習Ⅰ 小野 2 前 選必

課題科目名 担当教員
配当年次

卒業要件
介護福祉士

モデル

http://www.sssc.or.jp/index.html
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_sizai/attach/pdf/index-56.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/yun/pdf/sheet3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000192996.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000192996.pdf
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/pdf/gaiyou2.pdf
https://iro-color.com/episode/about-color/yellow.html


経済学第 1回課題         以下の文章を読んで問に答えなさい。 

 

・ 経済学とは、そもそも何のための学問なのだろうか？ 

 

 経済の語源は中国語の「経世済民」 

「経済」という言葉は、明治以降に日本で生まれた、つくられた言葉です。それまで経済

という言葉はありませんでした。明治維新で日本が鎖国を解くと、海外からいろいろな言

葉が入ってきましたが、「エコノミー」という言葉もこのとき入ってきて、これを何と訳

そうかということになりました。 

 

いろいろ考えた結果、中国に「経世済民」という言葉がある、じゃあこれを使おうかとい

うことになりました。 

 

経世というのは「世を治める」の意味です。「済民」は「民を救う」という意味です。世

を治め民を救う、この 4 文字の言葉から「エコノミー」は「経済」と訳したらどうかとい

うことになり、そのまま経済という言葉として定着しました。 

 

実は「経済」とは別に、もうひとつ訳がありました。「理財」です。「理」というのは「こ

とわり」、理論ですね。「財」は財産。商品やお金と言ってもいいでしょう。お金の流れ

方を調べるという意味で「理財」という訳もつくられたんですね。 

 

このように「経済」と「理財」という 2 つの言葉が生まれたのですが、いつしか「経済」

を一般的に使うようになりました。 

 

経済学とは「選択の学問」である 

何かを選択することは、別の機会を捨てていることでもある 

経済学とは何か。それは、資源の最適配分を考える学問です。世の中のあらゆる資源に無

限のものはありません。たとえば天然資源で言えば、鉄鉱石や石炭、あるいは石油や天然

ガスなどを考えてみても、資源というのはみんな限られていますね。その限られている資

源をどのように有効に使えば、私たちの暮らしが少しでもよくなるのだろうか。それを考

えるのが経済学です。 

 

つまり、経済学というのは選択の学問と言っていいでしょう。あらゆる資源は必ず限られ

ている、有限であるという「資源の希少性」という考え方があります。限られた資源をど

う選択するのか、それが経済学と言えます。 

 

そして、何かを選択しているということは、それ以外のことを捨てていることになります。

その捨てているもの、これを「機会費用」と言います。何かを選択することによって、別

の貴重なチャンス、すなわち「機会」を捨てている、その費用を払っている、こういう考

え方もできるのです。 



 

機会費用を企業の経済活動に当てはめて考えてみます。ある自動車会社が新しく生産ライ

ンを作るとします。その生産ラインで、中型車を作るのか、小型車を作るのか、あるいは

軽自動車か高級自動車か選択します。 

 

どれか 1 つを選ぶということは、それ以外の種類の自動車を作るチャンスを捨てるという

ことです。ひょっとしたら、ほかの車種のほうが売れるかもしれない、そのチャンスを失

うわけです。でもそのチャンスを失っても、選択した車種のほうが儲かるという計算があ

るから、それを選択したわけです。 

 

このように、企業経営者は常に無意識のうちに機会費用を考えているということです。あ

る意味、「捕らぬ狸の皮算用」みたいな、そんな感じがあります。失敗すると「隣の庭の

芝生は青いな…」と思ったりもするわけです。 

 

 

なぜ高級ホテルのコーヒーの値段は高いのか？ 

～ものの値段は需要と供給で決まる 

「需要と供給」という言葉はみなさんも聞いたことがあると思います。欲しいという「需

要」と、売りますという「供給」。これによって、ものの値段は決まっていきます。 

 

高級ホテルの喫茶コーナーに行ってコーヒーを注文すると、1杯 1000円以上します。どう

して高級ホテルのコーヒーの値段は高いのでしょうか。ドトールコーヒーだったら 200円

で飲めるのに、どうして帝国ホテルやホテルオークラでは 1000 円以上もするのでしょう

か？ 

 

高級ホテルは都心の一等地にあって、そもそも土地代などのコストが高いからその値段な

のだろうと考える人がよくいますが、高級ホテルから一歩外に出てみると、ドトールやス

ターバックスがあったりします。 

 

同じ一等地でも、そこでは安い値段で売っている。確かに地価も高いだろうけど、それが

コストを引き上げていることにはなりません。 

 

ではなぜ高いのか？ 高級ホテルの喫茶で雰囲気を楽しみながらコーヒーを飲む、その雰

囲気を楽しむためであれば、高いお金を出してもかまわないという人が大勢いるから高い

値段で成り立っているんです。需要と供給の話で言えば、高い値段でもそこで飲む人がい

るから、高いコーヒーが供給されているということです。 

 

 

 

 



経済学第 1回課題   学籍番号      氏名 

Q1. 経済学を学ぶ人には Cool Head，but Warm Heart.（冷静な頭脳を持つ一方で、暖かい心

を持とう：アルフレッド・マーシャル 1842 年～1924 年イギリスの経済学者）が必要であ

るといわれていますが、どのような意味だと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

Q2.皆さんは高校を卒業して就職しないで、短大進学の道を選んだわけですが、その場合の

機会費用（つまり進学したために犠牲にしたこと）として考えられることを具体的に幾つ

か挙げてみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

Q3.1 個 150 円で通常売られているコンビニのおにぎりが、100 円で売られていた時、売上

げ個数（つまり需要量）はどうなりますか？ 

一般的に、価格が下がると需要はどうなりますか？ 

逆に、価格が上がると需要はどうなりますか？ 

逆に、モノを提供する側（供給側）の例として、ある食材が珍味ゆえ高値でも売れるとな

ると供給量は、どうなるでしょうか？ 

 



経済学第 2回課題 以下の文章（高等学校テキストより）を参考にして下記の問に答えなさい。 

 

私たちが生活している経済社会は、市場経済と呼ばれます。私たちの生活にも深くかか

わっている市場のしくみについて考えます。市場経済には、取り引きがうまく行われる場

合とそうでない場合があることを理解します。 

 

価格の動き 

市場経済は、お金を払って商品やサービスを手に入れたいという「需要」と、商品やサ

ービスを提供することで利益を得ようとする「供給」から成り立っています。 

需要と供給が一致しないときには、価格の変化が生じます。モノが足りないと価格が上が

り、モノが余れば価格が下がることで、需要と供給のアンバランスは解消されます。価格

が変動して自然と需要量と供給量が一致することを「価格の自動調節機能」といい、需給

のバランスを一致させる価格を「均衡価格」と言います。 

 市場には、農産物や株価などのように価格が大きく変化する市場もあれば、工業製品や

高級品のように変化の少ない市場もあります。 

 

寡占化と独占化の傾向 

 市場経済で、多数の生産者が互いに競争している場合には、価格による需給調整が働き

やすくなります。一方、特定の商品の供給を数社だけが行っているのを「寡(か)占(せん)」

といい、一社だけが供給しているときを「独占」といいます。 

寡占や独占では企業同士の競争が限られ、価格が高めに設定される結果モノ不足の状態が

解消できないという問題も起こります。特にカルテルと呼ばれる企業連合がつくられて価

格競争が損なわれると、割高の商品しか買えなくなるなど、消費者に不利益が生じること

もあります。そこで寡占や独占による不当な価格制限を排除するため、独占禁止法という

法律がつくられています。 

 

 市場の失敗 

 司法や行政などの公的サービスや、灯台や道路などの公共で提供されるべきサービスは

「公共財」と呼ばれます。公共財を平等に利用するためには、市場経済ではなく政府や自

治体などの公共部門が供給する必要があります。また市場経済の取り引きの外側で、大気

や河川の汚染などの公害問題が発生し、社会にマイナスの影響を与える場合を「外部不経

済」といいます。 

 寡占・独占や外部不経済の発生は「市場の失敗」といい、企業活動の規制など、政府の

役割が求められます。市場の失敗は、売り手と買い手で持っている商品やサービスの情報

が違う「情報の非対称性」がある場合にも起こります。情報の非対称性の解消には、必要

な情報をすべて公開するような政府によるルールが求められます。 



経済学第 2回課題       学籍番号      氏名 

Q1. 「価格の働き」について現象は、今回の新型コロナウィルスの感染拡大で、不足してい

るマスクが高値でネット上で取引されたりする事例などあります。必要としている人が沢

山いる（需要、過多）のに、十分な量提供されていない（供給、過小）ので価格が上がっ

てしまった。 

 同じような事例を挙げてみて下さい。 

ヒント）例えば、天候不順で野菜などが採れない場合、スーパーなどではどのような値で

取引されますか？また、逆に採れすぎた時には、どうなりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.独占禁止法に基づいて様々な規制を課したりする役所は公正取引委員会ですが、このサ

イトにアクセスして、独占禁止法の目的はどのような所にあるのか、調べてみて簡潔にま

とめて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

Q3.外部不経済の事例として典型的には公害が挙げられますが、過去日本で起こった深刻な

公害が幾つかあります。1960 年代高度成長期の頃に「四大公害病」といわれた水俣病、新

潟水俣病（第二水俣病）、四日市ぜんそく、イタイイタイ病がよく知られています。これ

らの内、1つについて調べてその原因と企業や政府の対応などについて要領よくまとめて見

て下さい。        
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