
1.授業コード 
（ナンバリング） 

21410 2.科目名 臨床心理基礎実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美、松井幸太、山本喜晴 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 臨床心理学コース 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 臨床心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

臨床心理基礎実習は、臨床心理実習の基礎に位置づけられ、その他の講義科目と関連した構
成がなされている。 
心理療法の実践においては、単に心理療法の理論を習得するのみでは充分ではなく、実際に
クライエントに心理療法の場において会うことを通して実践的な訓練をすることが不可欠で
ある。本授業は、この理論と実践をつなぐ際に必要な基礎を、初回面接実習のロールプレイ
と、陪席実習の経験および内部実習としてのセンター内の電話受付などの体験をとおして学
ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①ロールプレイの逐語とカンファレンス内の発表を行うことができる 
②陪席実習のインテーク報告を行うことができる 
③センター内の電話受付を担当することができる 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

授業内発表（ロールプレイ、陪席など）40％ 
授業内課題（レポート、インテーク報告書など）３0％ 
心理臨床センター内の内部実習（電話受付など）１０％ 
カンファレンスでの発言 20％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：金曜日昼休み（松井幸太） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 
第２回 

オリエンテーション 心理実習の基礎（内部実習と外
部実習） 

 

第 3 回 
第 4 回 

事例検討会 
初回面接実習に先立って １）初回面接とは 

 

第 5 回 
第 6 回 

事例検討会 
初回面接実習に先立って ２）誰が面接を行うか  

第 7 回 
第 8 回 

事例検討会 
初回面接実習に先立って ３）誰がクライエントか 

 

第 9 回 
第 10 回 

初回面接実習 ロールプレイ事例の検討  

第 11 回 
第 12 回 

初回面接実習 ロールプレイ事例の検討  

第 13 回 
第 14 回 初回面接実習 ロールプレイ事例の検討  

第 15 回 
第 16 回 事例検討会  

第 17 回 
第 18 回 

電話受付オリエンテーション  



第 19 回 
第 20 回 

電話受付オリエンテーション  

第 21 回 
第 22 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告  

第 23 回 
第 24 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告 

 

第 25 回 
第 26 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告 

 

第 27 回 
第 28 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告 

 

第 29 回 
第 30 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21411 2.科目名 臨床心理実習Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 修士課程 2 年 
10.取得資格の要件 臨床心理士、公認心理師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、学内施設（心理臨床センター）における相談事例のカンファレンス参加を通し
て、実際の臨床ケース等についての理解を深めることを目的としている。複数教員による指
導により、多面的な視点を身につけることを目指す。これまでに学んだ専門的知識を土台と
して、多職種連携やコンサルテーションあり方を含む事例の見立てとかかわりについて学ぶ
ことを目標としている。  
また、自らの学内実習、学外実習の報告を通して、専門的知識を実践に結びつける力を培
う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

事例検討への参加を通じて、臨床心理実践の基礎を確実に身に付ける 

19.教科書・教材 なし 
 必要に応じて随時紹介する 

20.参考文献  

21.成績評価 

授業内での発言   30％ 
学内実習発表    15％ 
学外実習発表    15％ 
実習内容              40％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 オリエンテーション 
 実習（学内・学外）について 
 

 

第 2 回 事例検討  
第 3 回 事例検討  
第 4 回 事例検討  
第 5 回 事例検討  
第 6 回 事例検討  
第 7 回 事例検討  
第 8 回 事例検討  
第 9 回 事例検討  
第 10 回 事例検討  
第 11 回 事例検討  
第 12 回 事例検討  
第 13 回 事例検討  
第 14 回 事例検討  
第 15 回 事例検討  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21412 2.科目名 臨床心理実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
臨床心理の事例の見立てとかかわりについて、実際の事例の検討を通じて学ぶ。 
これまで学修してきた専門的知識を実践と結び付けてより深い学びを行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 実習で担当した事例等の検討を通じて、臨床心理実践の基礎を確実に身に付ける 

19.教科書・教材 なし 
 必要に応じて随時紹介する 

20.参考文献  

21.成績評価 

授業内での発言 ３０％ 
発表         ３０％（１０％×３回） 
 春学期 ： 学内実習発表 １回 
 秋学期 ： 学内実習発表 １回 
        学外実習発表 １回 
実習内容            ４０％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 01 回 
 オリエンテーション 
 実習（学内・学外）について 
第 02 回 
 事例検討 

 

 
第 03 回 事例検討 
第 04 回 事例検討 
 

 

 
第 05 回 事例検討 
第 06 回 事例検討 
 

 

 
第 07 回 事例検討 
第 08 回 事例検討 
 

 

 
第 09 回 事例検討 
第 10 回 事例検討 
 

 

 
第 11 回 事例検討 
第 12 回 事例検討 
 

 

 第 13 回 事例検討  



第 14 回 事例検討 
 

 

第 15 回 事例検討 
--------------- 秋学期 ------------ 
第 16 回 事例検討 
 

 

 
第 17 回 事例検討 
第 18 回 事例検討 
 

 

 
第 19 回 事例検討 
第 20 回 事例検討 
 

 

 
第 21 回 事例検討 
第 22 回 事例検討 
 

 

 
第 23 回 事例検討 
第 24 回 事例検討 
 

 

 
第 25 回 事例検討 
第 26 回 事例検討 
 

 

 
第 27 回 事例検討 
第 28 回 事例検討 
 

 

 
第 29 回 事例検討 
第 30 回 事例検討  まとめ 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21420 2.科目名 臨床心理実習Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 修士課程 2 年 
10.取得資格の要件 臨床心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、学内施設（心理臨床センター）における相談事例のカンファレンス参加、および
自身の担当ケースについてのスーパーヴィジョンを通して、個別の臨床ケース等についての
理解を深めることを目的としている。受講生には個人スーパーヴィジョンを受けることを求
め、複数教員による指導およびスーパーヴィジョンにより、多面的な視点を身につけること
を目指す。これまでに学んだ専門的知識を土台として、個別の事例について見立てとかかわ
りに学ぶことを目標としている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

事例検討およびスーパーヴィジョンを通じて、臨床心理実践の基礎を確実に身に付ける。 

19.教科書・教材 
なし 
 必要に応じて随時紹介する 

20.参考文献  

21.成績評価 

授業内での発言   30％ 
学内実習発表    15％ 
個人スーパーヴィジョン    15％ 
実習内容              40％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 オリエンテーション 
 学内実習およびスーパーヴィジョンについて 
 

 

第 2 回 事例検討  
第 3 回 事例検討  
第 4 回 事例検討  
第 5 回 事例検討  
第 6 回 事例検討  
第 7 回 事例検討  
第 8 回 事例検討  
第 9 回 事例検討  
第 10 回 事例検討  
第 11 回 事例検討  
第 12 回 事例検討  
第 13 回 事例検討  
第 14 回 事例検討  
第 15 回 事例検討  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21430 2.科目名 人間行動学演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 横川滋章、松井幸太 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間行動学研究科臨床心理学コース 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

臨床心理学の修士論文作成のための授業である。担当者によるオリエンテーションの後、受
講者全員が順次、各自の取り上げたい具体的なテーマについて報告し、問題の設定、先行研
究の検索、研究手段などについての発表を通して、テーマを絞り込む作業を行う。実践的研
究を主とする修士論文の準備を支援する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

修士論文テーマ、研究計画書を作成することができる。 

19.教科書・教材 なし。各自のテーマに即した参考文献を適宜紹介する。 

20.参考文献 

「レポートの組み立て方」 木下是雄 ちくま学芸文庫 
「初心者のための臨床心理学研究実践マニュアル（第２版）」 津川律子、遠藤裕乃 金剛
出版 
「研究計画書の考え方」 妹尾堅一郎 ダイヤモンド社 
「論文の教室（第２版）」 ⼾田山和久 ＮＨＫブックス （日本放送出版協会） 
「創造的論文の書き方」 伊丹敬之 有斐閣 
● 参考書は、早い時期にすべて通読しておくことが望ましい。 

21.成績評価 

発表（レジュメ、プレゼン、質疑応答を含む） ４０％ 
レポート ６０％ 
  レポートⅠ   １０％ 
  レポートⅡ   １０％    
  レポートⅢ   ２０％ 
  レポートⅣ   ２０％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：金曜昼休み（松井幸太） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
オリエンテーション 
授業の内容、進め方について、履修指導、研究倫理に
ついて 

 

第 2 回目 

研究テーマの整理① 
・修士論文の研究テーマにつながる興味・関心を整理
し、共有する 
● 課題レポートⅠ：修士論文の研究のテーマにつな
がる興味・関心とその理由・背景をまとめる 
・Ａ４縦 ４０字×３０行 １枚程度 

 

第 3 回目 
：研究テーマの整理② 
・修士論文の研究テーマにつながる興味・関心を整理
し、共有する 

 

第 4 回目 
資料の検索① 
・文献の検索方法について学ぶ 

 



●課題レポートⅡ：研究テーマに関する文献を検索
し、今後、取り上げる文献の候補の一覧を作成する 

第 5 回目 
：資料の検索② 
・文献検索結果の発表、精読する文献の選定  

第 6 回目 
研究テーマの設定に向けた準備① 
・検索した文献を精読し、研究テーマに関して理解を
深める。 

 

第 7 回目 
研究テーマの設定に向けた準備② 
・方法等は第 06 回に同じ  

第 8 回目 研究テーマの設定に向けた準備③  
第 9 回目 研究テーマの設定に向けた準備④  
第 10 回目 研究テーマの設定に向けた準備⑤  
第 11 回目 研究テーマの設定に向けた準備⑥  
第 12 回目 研究テーマの設定に向けた準備⑦  
第 13 回目 研究テーマの設定に向けた準備⑧  
第 14 回目 研究テーマの設定に向けた準備⑨  

第 15 回目 

前半のまとめ 
○ 課題レポートⅢ：ここまでの先行研究の精査に基
づいて、研究テーマ 
の到達点、課題についてまとめる 
※ 様式等の詳細については、別途指示する 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21510 2.科目名 臨床心理実践実習 3.単位数 6 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子、松井幸太、山本喜晴 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 人間行動学専攻臨床心理学コース 9.履修学年 2 
10.取得資格の要件 公認心理師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

大学段階での実習を通じて得た公認心理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上に，次の
（ア）から（オ）までに掲げる事項について，学内外における実習施設における実習を通し
て、心理に関する支援を要する者等に対して支援を行うことができるようになることを目的
とする。授業の概要としては、各実習先での実習と学内でのふりかえりが中心となる。 
（ア）心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション，心理検査，心理面接，
地域支援等の知識及び技能の修得 
（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 
（ウ）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ 
（エ）多職種連携及び地域連携 
（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各実習先において、（ア）から（オ）までに掲げる事項を実践できる力を身につける。 
（ア）心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション，心理検査，心理面接，
地域支援等の知識及び技能の修得する 
（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成する 
（ウ）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチができる 
（エ）多職種連携及び地域連携ができる 
（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解がある 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 授業内で適宜紹介する 

21.成績評価 

①医療領域での実習の取り組み（事前・期中・事後）20％ 
②福祉領域での実習の取り組み（事前・期中・事後）20% 
③教育領域での実習の取り組み（事前・期中・事後）20% 
④カンファレンスでの発表（3 領域）        15％ 
⑤カンファレンスでのディスカッション        5% 
⑥学内実習での取り組み             20％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 春学期オリエンテーション  
第 2-14 回 実習の状況報告(学内実習・学外実習・SV)  
第 15 回 春学期ふりかえり  

8−9 月 
夏季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

第 16 回 秋学期オリエンテーション  
第 16-29 回 学外実習カンファレンス  
第 30 回 秋学期ふりかえり  



2-3 月 
冬季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

通年 

学内実習（心理臨床センターこころの相談室） 
①運営実習（大掃除・おもちゃ買い・運営会議） 
22.5 時間 
②電話受付実習 
4 時間×35 週 
②ケース担当 1 時間×20 回×4 ケース＝80 時間 
＊複数の面接形態のケースを担当する 
・子どもとの遊戯療法面接担当 
・⺟子並行面接の親面接担当 
・成人との言語面接担当 

 

通年 

学外実習 
①医療領域 8 時間×10 回＝80 時間 
②教育領域 8 時間×10 回＝80 時間 
③福祉領域 8 時間×10 回＝80 時間 

 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21511 2.科目名 臨床心理実践演習 3.単位数 6 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子、松井幸太、山本喜晴 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間行動学専攻臨床心理学コース 9.履修学年 2 
10.取得資格の要件 公認心理師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

大学段階での実習を通じて得た公認心理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上に，次の
（ア）から（オ）までに掲げる事項について，学内外における実習施設における実習を通し
て、心理に関する支援を要する者等に対して支援を行うことができるようになることを目的
とする。授業の概要としては、各実習先での実習と学内でのふりかえりが中心となる。 
（ア）心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション，心理検査，心理面接，
地域支援等の知識及び技能の修得 
（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 
（ウ）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ 
（エ）多職種連携及び地域連携 
（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各実習先において、（ア）から（オ）までに掲げる事項を実践できる力を身につける。 
（ア）心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション，心理検査，心理面接，
地域支援等の知識及び技能の修得する 
（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成する 
（ウ）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチができる 
（エ）多職種連携及び地域連携ができる 
（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解がある 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 授業内で適宜紹介する 

21.成績評価 

①医療領域での実習の取り組み（事前・期中・事後）20％ 
②福祉領域での実習の取り組み（事前・期中・事後）20% 
③教育領域での実習の取り組み（事前・期中・事後）20% 
④カンファレンスでの発表（3 領域）        15％ 
⑤カンファレンスでのディスカッション        5% 
⑥学内実習での取り組み             20％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 春学期オリエンテーション  
第 2-14 回 実習の状況報告(学内実習・学外実習・SV)  
第 15 回 春学期ふりかえり  

8−9 月 
夏季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

第 16 回 秋学期オリエンテーション  
第 16-29 回 学外実習カンファレンス  
第 30 回 秋学期ふりかえり  



2-3 月 
冬季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

通年 

学内実習（心理臨床センターこころの相談室） 
①運営実習（大掃除・おもちゃ買い・運営会議） 
22.5 時間 
②電話受付実習 
4 時間×35 週 
②ケース担当 1 時間×20 回×4 ケース＝80 時間 
＊複数の面接形態のケースを担当する 
・子どもとの遊戯療法面接担当 
・⺟子並行面接の親面接担当 
・成人との言語面接担当 

 

通年 

学外実習 
①医療領域 8 時間×10 回＝80 時間 
②教育領域 8 時間×10 回＝80 時間 
③福祉領域 8 時間×10 回＝80 時間 

 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21531 2.科目名 修士論文指導 3.単位数 8 

4.授業担当教員 横川滋章 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
プレゼンテーション、講義、グループワー
ク 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

修士論文は、科学的視点に基づき結論を論じることが求められる。そのためには、文献研究
により問題の明確化、本研究の目的の明示とともに、仮説の検証及び仮説の生成のどちらか
に立脚し、論を進める必要がある。常に、自分の主観と客観を相対化しながら、社会的に意
味のある研究を行ってもらいたい。提出したものの、最終報告会ならびに口頭試問により、
修士論文の質・量ともに不備がある場合には、不可となることもある。覚悟と信念を持って
しっかりと取り組んでほしい。 
尚、授業では、受講者が取り上げる研究テーマについての発表に基づいて討議を行いなが
ら、研究テーマを明確化し、テーマにふさわしい方法論を検討する。また、修士論文の作成
にあたって、データを整理、分析し、研究結果を考察する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①修士論文において、研究テーマを明確化できる。 
②先行研究の概要についてまとめ、テーマに関する問題点、課題を発見し、解決のための研
究方法を 
    選択できる。 
③修士論文に関わる研究方法を実行できる。 
④修士論文を作成できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
修士論文作成への取組 （50％） 
修士論文       （50％） 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー： 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
第 2 回目 

オリエンテーション・・・修士論文、授業の進め方に
ついて 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修了論文の構成 
目次の作成 

 

第 3 回目 
第 4 回目 

目次の作成 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
問題・目的の検討 

 

第 5 回目 
第 6 回目 

題・方法の検討 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
方法の検討（対象者・調査等の内容・分析方法） 

 

第 7 回目 
第 8 回目 

修士論文中間発表会準備（配布資料構成） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修士論文中間発表会準備（配布資料作成） 

 



第 9 回目 
第 10 回目 

修士論文中間発表会準備（プレゼンテーション） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿ 
修士論文中間発表会準備（プレゼンテーション） 

 

第 11 回目 
第 12 回目 

修士論文中間発表会ふりかえり 
発表会の質疑で指摘された事項を踏まえて修正する 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
調査等の準備 
研究倫理委員会資料の準備 

 

第 13 回目 
第 14 回目 

調査等の準備 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿ 
調査等の準備 

 

第 15 回目 
第 16 回目 

調査等実施 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿ 
考察（データの解釈）に関する討議 

 

第 17 回目 
第 18 回目 

考察（データの解釈）の検討 
中間報告会（プレゼンテーション） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修士論文中間発表会ふりかえり 
発表会の質疑で指摘された事項を踏まえて修正する 

 

第 19 回目 
第 20 回目 

第一稿作成の準備 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿ 
第１稿の検討 

 

第 21 回目 
第 22 回目 

第１稿（問題と目的）の作成 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第１稿（方法）の作成 

 

第 23 回目 
第 24 回目 
 

第二稿（結果）の作成 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第二稿（考察）の作成 

 

第 25 回目 
第 26 回目 

第二稿の提出 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第二稿の検討 

 

第 27 回目 
第 28 回目 

修士論文ゼミ内仮提出 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修士論文最終点検 

 

第 29 回目 
第 30 回目 

修論発表会・口頭試問準備 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修論発表会・口頭試問準備 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21532 2.科目名 修士論文指導 3.単位数 8 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
プレゼンテーション、講義、グループワー
ク 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

修士論文は、科学的視点に基づき結論を論じることが求められる。そのためには、文献研究
により問題の明確化、本研究の目的の明示とともに、仮説の検証及び仮説の生成のどちらか
に立脚し、論を進める必要がある。常に、自分の主観と客観を相対化しながら、社会的に意
味のある研究を行ってもらいたい。提出したものの、最終報告会ならびに口頭試問により、
修士論文の質・量ともに不備がある場合には、不可となることもある。覚悟と信念を持って
しっかりと取り組んでほしい。 
尚、授業では、受講者が取り上げる研究テーマについての発表に基づいて討議を行いなが
ら、研究テーマを明確化し、テーマにふさわしい方法論を検討する。また、修士論文の作成
にあたって、データを整理、分析し、研究結果を考察する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①修士論文において、研究テーマを明確化できる。 
②先行研究の概要についてまとめ、テーマに関する問題点、課題を発見し、解決のための研
究方法を 
    選択できる。 
③修士論文に関わる研究方法を実行できる。 
④修士論文を作成できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
修士論文作成への取組 （50％） 
修士論文       （50％） 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：金曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
第 2 回目 

オリエンテーション・・・修士論文、授業の進め方に
ついて 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修了論文の構成 
目次の作成 

 

第 3 回目 
第 4 回目 

目次の作成 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
問題・目的の検討 

 

第 5 回目 
第 6 回目 

題・方法の検討 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
方法の検討（対象者・調査等の内容・分析方法） 

 

第 7 回目 
第 8 回目 

修士論文中間発表会準備（配布資料構成） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修士論文中間発表会準備（配布資料作成） 

 



第 9 回目 
第 10 回目 

修士論文中間発表会準備（プレゼンテーション） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿ 
修士論文中間発表会準備（プレゼンテーション） 

 

第 11 回目 
第 12 回目 

修士論文中間発表会ふりかえり 
発表会の質疑で指摘された事項を踏まえて修正する 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
調査等の準備 
研究倫理委員会資料の準備 

 

第 13 回目 
第 14 回目 

調査等の準備 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿ 
調査等の準備 

 

第 15 回目 
第 16 回目 

調査等実施 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿ 
考察（データの解釈）に関する討議 

 

第 17 回目 
第 18 回目 

考察（データの解釈）の検討 
中間報告会（プレゼンテーション） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修士論文中間発表会ふりかえり 
発表会の質疑で指摘された事項を踏まえて修正する 

 

第 19 回目 
第 20 回目 

第一稿作成の準備 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿ 
第１稿の検討 

 

第 21 回目 
第 22 回目 

第１稿（問題と目的）の作成 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第１稿（方法）の作成 

 

第 23 回目 
第 24 回目 
 

第二稿（結果）の作成 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第二稿（考察）の作成 

 

第 25 回目 
第 26 回目 

第二稿の提出 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第二稿の検討 

 

第 27 回目 
第 28 回目 

修士論文ゼミ内仮提出 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修士論文最終点検 

 

第 29 回目 
第 30 回目 

修論発表会・口頭試問準備 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修論発表会・口頭試問準備 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21550 2.科目名 臨床心理実践基礎実習 3.単位数 3 

4.授業担当教員 横川滋章、松井幸太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間行動学専攻臨床心理学コース 9.履修学年 1 
10.取得資格の要件 公認心理師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

大学段階での実習を通じて得た公認心理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上に，次の
（ア）から（オ）までに掲げる事項について，主に学内における実習施設における実習を通
して、心理に関する支援を要する者等に対して支援を行うことができるようになることを目
的とする。授業の概要としては、各実習先での実習と学内でのふりかえりが中心となる。 
（ア）心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション，心理検査，心理面接，
地域支援等の知識及び技能の修得 
（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 
（ウ）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ 
（エ）多職種連携及び地域連携 
（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

主に学内の実習先において、（ア）から（オ）までに掲げる事項を実践できる力を身につけ
る。 
（ア）心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション，心理検査，心理面接，
地域支援等の知識及び技能の修得する 
（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成する 
（ウ）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチができる 
（エ）多職種連携及び地域連携ができる 
（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解がある 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 授業内で適宜紹介する 

21.成績評価 

①心理臨床センターの機能や役割について説明できる 20％   
②心理臨床センターでの電話対応ができる  20%         
③カウンリング（継続面接）の機能やカウンセラーの役割について説明できる  20% 
④学外実習の分野と施設ごとの特徴について説明できる  20% 
⑤心理臨床センターの運営補助ができる。20% 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 春学期オリエンテーション  
第 2 回 心理臨床センター全体ガイダンス  
第 3 回 電話受付ガイダンス  
第 4 回 電話見習実習の説明  

 
電話見習実習 
＊5 月以降、10 週間（1 回/週） 
1.5 時間×10 回＝15 時間 

 

第 5−9 回 電話受付の対応について  



第 10 回 継続面接ロールプレイの説明  

 継続面接ロールプレイ 
1.5 時間×4＝6 時間 

 

第 11-15 回 継続面接ロールプレイの検討  

8−9 月 
夏季カンファレンス 
＊8-9 月隔週 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

第 16 回 秋学期オリエンテーション  
第 17-29 回 学外実習カンファレンス  
第 30 回 ふりかえり  

2-3 月 
冬季カンファレンス 
＊2-3 月隔週 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

通年 
センター運営実習 
＊通年 
大掃除・おもちゃ買い・運営会議 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25110 2.科目名 産業心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この科目は、公認心理師の 5 領域のうち「産業」分野の業務を遂行するために必要な知識と
技能を身につけることを目的として、教科書を輪読します。具体的には、産業分野で必要と
される法令や知識、キーワードについて学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

産業臨床のために必要な法令等の知識を理解し、適切なメンタルヘルスケアが提供できるよ
うになる。 

19.教科書・教材 経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学改訂版（有斐閣アルマ） 

20.参考文献 

「絵でみる 失敗のしくみ」芳賀繁著、日本能率協会マネジメントセンター、2009 
「経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学 改訂版」山口裕幸ら著、有斐閣 
2020 
「産業・組織心理学 第二版」馬場昌雄（編著）白桃書房、2018 

21.成績評価 

・教科書を読んでレジュメを作成し、授業中に発表する  50％  
・討議への参加 20％  
・レポート 30％  
 

22.コメント 毎回ノートパソコンを持参するようにしてください。 
23.オフィスアワー 木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション、自己紹介  
2 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
3 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
4 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
5 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
6 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
7 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
8 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
9 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
10 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
11 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
12 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
13 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
14 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 
15 教科書の輪読 ノートパソコンを持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25120 2.科目名 データ分析法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1･2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習  
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・多変量解析の手法を用いて、質問紙調査データを分析し、学術論文の形にまとめる方法を
習得する。分析には様々な統計ソフトを用いる（SPSS.AMOS,EQS,R など） 
・実際の論文を参照しながら、代表的な多変量解析法（因子分析・重回帰分析・共分散構造
分析・マルチレベルモデリング）の応用例を検討する。 
・最終的に、社会調査データを用いて、各自のテーマ・仮説のもとに多変量解析による分析
を行い、最終レポートを作成する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（2）調査分析能力の学修に関連してい
ます。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・SPSS を用いて多変量解析の代表的な手法を実行できる。 
・自分で仮説を立てて分析を実行し、結果を正確に読み取り、その含意を考察できる。 
・一連の作業を整合的にレポートにまとめることができる。 
 

19.教科書・教材 
ＳＰＳＳとＡｍｏｓによる心理・調査データ解析「第 3 版」 小塩真司著 東京図書  
  
 

20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

１．授業中課題・・・２０点 
２．中間レポート・・・４０点 
３．期末レポート・・・４０点  
 

22.コメント 統計学の基礎的知識を修得済みであること。 
ＳＰＳＳとＡｍｏｓを使用する。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
オリエンテーション・・・授業の進め方、データの配
布 

 

2 
因子分析①・・・因子分析の実例、演習  
 

データ分析（180 分） 

3 
因子分析②・・・主成分分析、合成変数の実例、演習 
 データ分析（180 分） 

4 
因子分析③・・・因子得点を用いた平均値の比較、演
習  
 

データ分析（180 分） 

5 重回帰分析①・・・重回帰分析の実例、演習  データ分析（180 分） 



 

6 
重回帰分析②・・・重回帰モデルの解釈、ダミー変数
の導入  
 

データ分析（180 分） 

7 
重回帰分析③・・・因子分析との組み合わせ実例、演
習  
 

データ分析（180 分） 

8 
マルチレベルモデリング・・・分析の実例、演習  
 データ分析（180 分） 

9 共分散構造分析①・・・分析の実例、演習  
 

データ分析（180 分） 

10 
共分散構造分析②・・・構造方程式による因子分析、
演習  
 

データ分析（180 分） 

11 共分散構造分析③・・・応用分析の実例、演習  
 

データ分析（180 分） 

12 
応用編・・・これまでの方法を用いた分析への取り組
み  
 

データ分析（180 分） 

13 
レポート作成法①・・・仮説から分析・考察まで  
 

レポート作成（180 分） 

14 レポート作成法②・・・課題に取り組む（個別指導） レポート作成（180 分） 
15 まとめと最終レポート  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25130 2.科目名 精神医学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
公認心理師・臨床心理士受
験資格取得 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、遠隔オンライン・オンデマンド 
16.履修制限  特に設けない。 

17.授業の目的と概要 

 本科目は、公認心理師受験資格取得に関わる保健医療分野に関する理論と支援の展開、臨
床心理士受験資格取得の選択科目 D 群に位置づけられている。メンタルヘルス(精神的健康)
に関わる職種や資格は多様化しており、心理師(士)もその 1 つである。メンタルヘルスの問
題に適切に関わるために必要な精神医学の知識を理解することを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標には DP(ディプロマポリシー)の 7 つ、専門知識・技能、問題発見力、
調査分析能力、論文作成能力、課題解決策への提案力、コミュニケーション能力、倫理観が
関わる。 
 公認心理師・臨床心理士受験資格取得を目指す大学院生として、授業での課題に自律的に
関わり、問題発見し、その問題について調査分析し、その結果を基に課題解決策への提案を
レポートにまとめ、授業中に倫理観をもって発表する。 
 本科目の学習目標は、以下の 3 つである。 
①精神医学と心理学の関係を説明できる。 
②さまざまな精神疾患に症状、経過、支 

19.教科書・教材 
 教科書は特に指定しない、他に教材として power point(遠隔オンライン：神⼾山手Ｃ発
信）と webclass を使用する。 

20.参考文献 
授業中に適宜紹介する。 
新訂精神医学特論 石丸昌彦・広瀬宏之著 放送大学教育振興会 

21.成績評価 
webclass を利用した授業回毎のレポート（授業内容について考えたこと）＠4×14 点、授
業態度（質問に対する適切な回答等）14 点、webclass を使用した総括試験（全範囲の知識
が記述されたか）30 点 

22.コメント  授業は、遠隔オンライン、遠隔オンデマンドで行う。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼
休み。希望者は事前にメールで連絡をください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
9/26 

イントロダクション 
授業の目的、学習目標と DP との関連、授業の進め
方、シラバス説明、成績評価の方法 

予習：シラバスを読む。 
復習：授業中に理解した内容を整理し、まと
めて webclass にレポートとして報告する。 
 

第 2 回 
10/3 

1．精神医学とは 
 

予習：資料を読む。 
復習：日本の精神医療についてあなたの考え
をまとめ、webclass にレポートとして報告
する。 

第 3 回 
10/17 

2．統合失調症とは（1） 
 

予習：資料を読む。 
復習：統合失調症の遺伝要因と環境要因につ



いてあなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 4 回 
10/24 

2．統合失調症とは（2） 
 

予習：資料を読む。 
復習：統合失調症への対処方法をまとめ、
webclass にレポートとして報告する。 

第 5 回 
10/31 

3．気分の障害とは（1） 
 

予習：資料を読む。 
復習：うつ病と双極性障害の症状をまとめ、
webclass にレポートとして報告する。 

第 6 回 
11/7 

3．気分の障害とは（2） 
 

予習：資料を読む。 
復習：うつ病の小精神療法である笠原の 7
原則をまとめ、あなたの考えを webclass に
レポートとして報告する。 

第 7 回 
11/14 

4．不安障害と強迫性障害とは 
 

予習：資料を読む。 
復習：不安障害と強迫性障害の症状をまと
め、webclass にレポートとして報告する。 

第 8 回 
11/21 

5．ストレス関連障害と解離性障害 
 

予習：資料を読む。 
復習：ASD、PTSD、解離性障害の症状をま
とめ、webclass にレポートとして報告す
る。 

第 9 回 
11/28 

6．身体疾患による精神障害 
 

予習：資料を読む。 
復習： 身体疾患 1 つと精神症状の関係につ
いて調べ、webclass にレポートとして報告
する。 

第 10 回 
12/5 

7．発達障害、小児の心身症と精神疾患 
 

予習：資料を読む。 
復習：小児の心身症と精神疾患の対応の原則
をまとめ、あなたの考えを webclass にレポ
ートとして報告する。 

第 11 回 
12/12 

8．思春期・⻘年期の精神疾患 
 

予習：資料を読む。 
復習：あなたが関心を持ったパーソナリティ
障害について症状、経過、対応をまとめ、
webclass にレポートとして報告する。 

第 12 回 
12/9 

9．成人期の精神疾患 
 

予習：資料を読む。 
復習：物質関連障害についてまとめ、
webclass にレポートとして報告する。 
 

第 13 回 
1/16 

10．成人後期の精神疾患 
 

予習：資料を読む。 
復習：MCI について調べたことをまとめ、
webclass にレポートとして報告する。 

第 14 回 
1/23 
 

11．精神科治療 
 

予習：資料を読む。 
復習：薬物治療の効用と副作用について調
べ、webclass にレポートとして報告する。 

第 15 回 
1/30 

まとめとテスト 
授業のまとめと最終確認テストを行う。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25220 2.科目名 社会統計学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義（パソコンの演習あり） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目では、統計的分析手法の理論的背景の知識を深めるとともに、現場で取得できる
データや、関係省庁などの公的な機関が公表しているデータを用いて分析する手法を演習を
交えながら修得することを目的とする。 
【概要】 
 政策や対策を実施するためには、「根拠」にもとづくことが重要である。その根拠を導き
出す手法の一つが統計的分析手法である。本科目では、統計学の基礎理論、推定と検定の基
礎とよく利用される手法について演習やディスカッションを交えながら講義を行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜学修目標＞ 
１．統計学の基礎理論を理解する。 
２．推定および検定手法の理論的背景を理解する。 
３．目的に見合った推定あるいは検定手法を選択でき、利用できる。 
 

19.教科書・教材 
未定 
※補助資料として、適宜プリントを配付する。 

20.参考文献 杉原左右一「統計学（増補第 3 版）」晃洋書房 

21.成績評価 授業での発言等 50% （学習目標１，２） 
レポート 50% （学習目標３） 

22.コメント  
23.オフィスアワー ※質問等があれば、メール等で問い合わせてください 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

統計学の基礎的概念 
 記述統計と推測統計、仮説検証型と問題発見型、変
数と尺度について 
 

第 1 回の復習 
（目安 90 分） 

第 2 回 

記述統計 
 質的データ、量的データのまとめ方、代表値と散布
度について 
 

第 2 回の復習 
（目安 90 分） 

第 3 回 
事象と確率 
 事象と確率の基本概念について 
 

第 3 回の復習 
（目安 90 分） 

第 4 回 

確率変数と確率分布 
 離散型及び連続型の確率変数と確率分布の特徴につ
いて 
 

第 4 回の復習 
（目安 90 分） 



第 5 回 
⺟集団と標本 
 ⺟集団と標本の基本概念について 
 

第 5 回の復習 
（目安 90 分） 

第 6 回 
標本分布 
 標本分布の性質について 
 

第 6 回の復習 
（目安 90 分） 

第 7 回 
中心極限定理と大数の法則 
 中心極限定理と大数の法則の概念について 
 

第 7 回の復習 
（目安 90 分） 

第 8 回 
推定 
 点推定と区間推定 
 

第 8 回の復習 
（目安 90 分） 

第 9 回 
検定 
 統計的仮説検定の基本概念、2 種類の過誤について 
 

第 9 回の復習 
（目安 90 分） 

第 10 回 
平均値の差の検定 
 SPSS による平均値の差の検定の方法 
 

第 10 回の復習 
（目安 90 分） 

第 11 回 
分散分析 
 SPSS による一元配置分散分析の方法 
 

第 11 回の復習 
（目安 90 分） 

第 12 回 
相関分析 
 SPSS による相関分析の方法 
 

第 12 回の復習 
（目安 90 分） 

第 13 回 
回帰分析 
 回帰分析の基本概念 
 

第 13 回の復習 
（目安 90 分） 

第 14 回 
回帰分析 
 SPSS による回帰分析の方法 
 

第 14 回の復習 
（目安 90 分） 

第 15 回 
総括 
 授業全体のまとめ 
 

第 15 回の復習 
最終レポート 
（目安：8 時間） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25230 2.科目名 環境心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 太田裕彦 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間行動学専攻 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

生きて行動する「人間」を理解する上で忘れがちなのが「環境」である。「人間」と「環
境」が二つで一つの切り離せないものであるからこそ、かえって「環境」の存在が特別には
意識されないことになる。本講義では「環境」の存在を院生自身が意識的に探索する機会を
作り、自身の専攻領域における研究課題に「環境」の視点を加えることによって、課題その
ものをより広い視点から捉え直すことを目ざす。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

人間と環境の関係性を具体的に捉える視点や方法に関する理解。および環境に対する視点の
涵養。 

19.教科書・教材 指定せず 
20.参考文献 適宜紹介し、必要な資料も配布する 

21.成績評価 

文献収集及び概要発表     50% 
最終レポート                  50% 
  
                     合計        100% 

22.コメント 
人間とは何かという基本的問いを常に抱きながら，人間と環境との関係性をさまざまな角度
から捉え、自身の専攻領域における視点を広めかつ深めてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
本特論のねらいや内容、講義の進め方などについて説
明を行う。 

 

第 2 回 
 

現状確認（1） 
履修生が進めているあるいは進めようとしている研究
テーマについて、他者に理解できる程度に概略の説明
をしてもらい、今の時点における課題対象の捉え方を
確認しておく。 

具体的な研究事例を論文検索によって探し、
文献を読み解く。 

第 3 回 現状確認（2）  
同上 

 

第 4 回 
 

環境心理学の基本的視点（1） 
これまでの環境心理学の短い歴史の中で構築されてき
た代表的な視点について理解する。 

具体的な研究事例を論文検索によって探し、
文献を読み解く。 

第 5 回 環境心理学の基本的視点（2）  
同上 

 

第 6 回 

参考文献読解（1） 
心理学的に人間を理解する際に、対象者の「環境」を
考えることが理解を深める。関連する文献を取り上げ
て読解をしていく。 

具体的な研究事例を論文検索によって探し、
文献を読み解く。 

第 7 回 参考文献読解（２）  



同上 

第 8 回 参考文献読解（3） 
同上 

具体的な研究事例を論文検索によって探し、
文献を読み解く。 

第 9 回 

捉え直し（1） 
環境の視点を新たに加えることで履修者自身の研究テ
ーマにおける「対象となるもの」を捉え直すことを試
みる。 

 

第 10 回 
捉え直し（2） 
同上 

具体的な研究事例を論文検索によって探し、
文献を読み解く。 

第 11 回 
文献読解（1） 
履修生なりに選定した環境視点につながる先行研究例
を紹介・解説してもらう。 

 

第 12 回 文献読解（2） 
同上 

具体的な研究事例を論文検索によって探し、
文献を読み解く。 

第 13 回 文献読解（3） 
同上 

 

第 14 回 
文献読解（4） 
同上 

 

第 15 回 
まとめと補足 
全体を振り返りまとめと補足を行う。  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25240 2.科目名 家族関係特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 人間行動学研究科大学院生に限る 

17.授業の目的と概要 

テーマ:ワーク・ファミリー・バランスを考える 
  ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調査）は、日本でも耳慣れた言葉となっていま
すが、実現には至っていません。授業では、とくに子育て期にある人びとを対象とし、家族
と仕事のバランス、すわわちワーク・ファミリー・バランスをどう実現するのか、他国との
比較から考えます。 
 ワーク・ファミリー・バランスを早い時期から掲げ、関連政策を積極的に推し進めてきた
のが、スウェーデン、ドイツ、オランダの 3 カ国です。これら 3 カ国では、EU のなかでも
福祉が充実し、多様な働き方・家族のあり方を追及し、男女が共に家族と仕事を両立するた
めの施策を進めてきました。授業では、各国の政策の特徴と成立背景を知り、制度や支援政
策が生活の中でどのように機能し、どんな課題を抱えているかについて学びます。その上
で、これからの日本が目指すべき家族と共働き社会のありようについて考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○日本における共働き家庭の実情について説明することができる。 
○スウェーデン・ドイツ・オランダのワーク・ファミリー・バランス政策の特徴および成立
背景について説明することができる。 
○日本が目指すべき家族と共働き社会について、意見を述べることができる。 

19.教科書・教材 
髙橋恵美子編 『ワーク・ファミリー・バランス これからの家族と共働き社会を考える』
慶応技術大学出版会、2021 年 
 

20.参考文献 
 
参考書については、授業の進行に従い、適宜紹介します。 

21.成績評価 ･最終課題レポート→30％ 
・アサイメント課題→70％（7 回を予定） 

22.コメント 

・神⼾山手キャンパス発信、三木キャンパス受信の遠隔授業です。 
・充電済みのノートパソコン、イヤホン（ヘッドセット）を持参してください。 
・資料等は WebClass で配信しますので、PC とスマホ等の 2 台持ちをおすすめします。 
・テーマに興味をもち、積極的に参加する意欲ある学生の受講を希望します。 

23.オフィスアワー 
【神⼾山手キャンパス】 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

○オリエンテーション 
 授業のねらいと内容、進め方、評価等について 
○「まえがき」の輪読 
 

持参するもの：ノートパソコン（WebClass
を使用） 

第２回 ○ワーク・ファミリー・バランスのあり方を考える① 
 テキスト「序章」の輪読 

持参するもの：テキスト『ワーク・ファミリ
ー・バランス』、ノートパソコン（以後、毎
回） 



第３回 
○ワーク・ファミリー・バランスのあり方を考える② 
テキスト「序章」の輪読 

 

第４回 
○共働き家族のリアル 日本① 
 テキスト 第１章の輪読 提出物：序章要約 

第５回 ○共働き家族のリアル 日本② 
 テキスト 第１章の輪読 

提出物：第 1 章要約 

第６回 
○男女とも仕事と子育てを両立させる国 スウェーデ
ン① 
 テキスト第２章の輪読 

 

第７回 
○男女とも仕事と子育てを両立させる国 スウェーデ
ン② 
 テキスト第２章の輪読 

提出物：第２章要約 

第８回 ○労働未来論から稼得・ケア共同モデルへ ドイツ① 
 テキスト第３章の輪読 

 

第９回 ○労働未来論から稼得・ケア共同モデルへ ドイツ② 
 テキスト第３章の輪読 

提出物：第３章要約 

第１０回 
○パートタイム大国 オランダ① 
 テキスト第４章の輪読 

 

第１１回 
○パートタイム大国 オランダ② 
 テキスト第４章の輪読 提出物：第４章要約 

第１２回 
○同性カップルのワーク・ファミリー・バランス① 
 テキスト第 5 章の輪読  

第１３回 ○同性カップルのワーク・ファミリー・バランス② 
 テキスト第 5 章の輪読 

提出物：第 5 章要約 

第１４回 
○日本のワーク・ファミリー・バランスの実現に向け
て 
 テキスト「終章」の輪読 

提出物：「終章」要約 

第１５回 ○最終課題（レポート）にもとづく発表 
○授業のふりかえり 

提出：最終課題レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25250 2.科目名 心理療法特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子、田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

【基幹科目】臨床心理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 臨床心理学コース 9.履修学年 修士 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 、グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義では、臨床心理士の職業的専門性と独自性について学び、クライエントとセラピス
トとの間で生じることについての基本を学ぶ。具体的には親子並行面接を想定し、前半では
子ども面接、後半では親面接についての基礎知識、基本的姿勢を身につけることを目的とす
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 1.専門知識・技能、6.コミュニケーシ
ョン能力、7.倫理観の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
① 心理臨床家の専門性と倫理について理解している 
② 心理療法のプロセスの基本的なイメージを持っている 
③ クライエントとの間で生じることについての基本的な用語を知っている 
④ ケースフォーミュレーションの必要性について理解している 
⑤ 心理療法について、わが身に引きつけてイメージができる 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に適宜紹介する 

21.成績評価 

前半（田中） 
遊戯療法のロールプレイによるスキルの向上（30％） 
ロールプレイふりかえり（20％） 
後半（道免） 
コミュニケーションシートの提出  ４×７      ２８％ 
総括振り返り                                        
２２％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
前半オリエンテーション 
春学期の遊戯療法ふりかえり 
 

 

第 2 回目 
遊戯療法ロールプレイ 
※一人 25 分  

第 3 回目 
 

ロールプレイふりかえり  

第 4 回目 
遊戯療法ロールプレイ 
※一人 25 分 

 



第 5 回目 ロールプレイふりかえり  

第 6 回目 遊戯療法ロールプレイ 
※一人 25 分 

 

第 7 回目 ロールプレイふりかえり  

第 8 回目 後半オリエンテーション 
心理臨床家の専門性と倫理  ディスカッション 

コミュニケーションシートの提出 

第 9 回目 心理臨床家の発達と訓練 コミュニケーションシートの提出 
第 10 回目 心理療法のプロセス コミュニケーションシートの提出 

第 11 回目 親子並行面接と親面  ディスカッション 
コミュニケーションシートの提出 
次回の輪読文献の下読み 

第 12 回目 
クライエントとセラピストの間で生じること１ 転移
と逆転移 インテンシブ輪読 

コミュニケーションシートの提出 
次回の輪読文献の下読み 

第 13 回目 
クライエントとセラピストの間で生じること２  分
離不安  インテンシブ輪読 

コミュニケーションシートの提出 
次回の輪読文献の下読み 

第 14 回目 クライエントとセラピストの間で生じること３  同
一視、投影同一視  インテンシブ輪読 

コミュニケーションシートの提出 
総括振り返りに向けて復習 

第 15 回目 総括振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25430 2.科目名 臨床心理学特論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間行動学専攻 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 臨床心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
心の苦しみに対する理解のために、見立てをめぐる心理臨床学の方法論と臨床心理的支援の
あり方を学習する。また、箱庭や描画、グループワークを用いて、イメージの自律性を体験
することで、心の現象発生のメカニズム解明と臨床心理学的援助を考究する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

授業内でのディスカッション 30％ 
ゲストスピーカーの講話に関するレポート 10％ 
ペアワークの体験レポート 20％ 
文献講読の書評レポート 10％ 
総括レポート 30％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス  

第 2 回 
心理療法とは 
心理療法のなかでおこなわれていること 

 

第 3 回 心理臨床実践に関するディスカッション  

第 4 回 心理療法の先人に学ぶ① 
河合隼雄氏の軌跡 

 

第 5 回 
心理療法の先人に学ぶ② 
成瀬悟策氏の軌跡 

 

第 6 回 
心理療法の先人に学ぶ③ 
小此木啓吾氏の軌跡  

第 7 回 
心理臨床実践現場で活躍するゲストスピーカーによる
講話  

第 8 回 心理臨床実践現場で活躍するゲストスピーカーによる
講話に関するふりかえり 

 

第 9 回 心理臨床事例の検討①  
第 10 回 心理臨床事例の検討②  
第 11 回 心理臨床に関するペアワーク体験①  

第 12 回 心理臨床に関するペアワーク体験② 
 

 

第 13 回 心理臨床に関するペアワーク体験②  
第 14 回 心理臨床に関する文献講読、書評の発表  
第 15 回 まとめ ふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25440 2.科目名 生理心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1・2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

生理指標に基づいた心理学的事象について、理論的な説明ができる 
① ヒトの心理を客観的に理解できる 
   ヒトの心理学的諸現象に対し、複数の理論を適用といて説明できる 
② 心理学で得た知識に基づいて，心理学の問題解決に応用できる  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① ベンチマーク：自律できる人間になる 
  新しい知識や技能を学ぶことに関心や意欲をもつことができる 
② ベンチマーク：問題解決能力を身につける 
  必要な情報をさまざまな方法を使って集め、解決の視点から必要な情報を 
  取捨選択し、使いやすく整理・保存して、問題を発見することができる  
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

文献を読んでレジメを作成し、授業中に発表する  30％  
討議への参加 20％  
・レポート 50％  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 オリエンテーション  

 
個人のテーマ s の絞り込みに向けた文献購読の計画  
・個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。  



 

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25450 2.科目名 犯罪心理学特講 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1・2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

我が国において過去に発生した重要特異事件について、理論的な説明ができる 
① ヒトの心理を客観的に理解できる 
   ヒトの心理学的諸現象に対し、複数の理論を適用といて説明できる 
② 心理学で得た知識に基づいて，犯罪捜査の問題解決に応用できる  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① ベンチマーク：自律できる人間になる 
  新しい知識や技能を学ぶことに関心や意欲をもつことができる 
② ベンチマーク：問題解決能力を身につける 
  必要な情報をさまざまな方法を使って集め、解決の視点から必要な情報を 
  取捨選択し、使いやすく整理・保存して、問題を発見することができる  
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

文献を読んでレジメを作成し、授業中に発表する  30％  
討議への参加 20％  
・レポート 50％  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 オリエンテーション  

 
個人のテーマ s の絞り込みに向けた文献購読の計画  
・個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。  



 

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25530 2.科目名 投影法特論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本喜晴 

5.授業科目の区分 
臨床心理学分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1･2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

投影法の中でも、習熟に時間を要する描画法について学ぶ。 
特に、風景構成法・BAUM テスト・スクイッグル・箱庭について理解を深める。 
描画に触発されて生じるさまざまな感情や感覚、気持ちを時間をかけて丁寧に味わい、振り
返り、受講者で共有していくことで、投影法を心理臨床で用いることができるようになる。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

BAUM テスト・風景構成法・スクイグル等の描画法を、臨床場面で用いられるようになる。 
箱庭療法についても臨床場面で用いられるよう習熟を目指す。 

19.教科書・教材 
日本描画テスト描画療法学会 (編集)  『臨床描画研究（1〜23）』 金剛出版 （1986〜
2008） 

20.参考文献  

21.成績評価 
投影法心理検査に関する実技 30％ 
投影法心理検査に関する質疑応答試験 30％ 
レポート 40％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
センターオフィスアワー：水曜日・昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 授業内容の説明と紹介  
【第 2 回】 BAUM テスト実習  
【第 3 回】 BAUM テスト実習②  
【第 4 回】 風景構成法 実習①  
【第 5 回】 風景構成法 実習②  
【第 6 回】 風景構成法 実習③  
【第 7 回】 スクイグル  実習①  
【第 8 回】 スクイグル  実習②  
【第 9 回】 箱庭 実習①  

【第 10 回】 箱庭 実習② 
 

 

【第 11 回】 箱庭 実習③  
【第 12 回】 箱庭 実習④  
【第 13 回】 絵本とイメージ ①  
【第 14 回】 絵本とイメージ②  
【第 15 回】 全体のまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25540 2.科目名 臨床心理面接特論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子、松井幸太、山本喜晴 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 臨床心理学コース 9.履修学年 1・2 年 
10.取得資格の要件 臨床心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

臨床心理士の職域は広いが、心理面接はすべての職域で必要とされると言っても過言ではな
い。この講義では、臨床心理面接特論Ⅰで学習した事柄を復習し、習得した知識を確実なも
のとするとともに、実際の事例を中心とした治療面接に関するさまざまな局面を取り上げ、
それらの面接状況により、臨床心理士として必要とされる知識と態度を学習することを目標
とする。 
臨床心理面接特論Ⅰで学習した事柄を復習し、受講者に臨床家として確実な知識と態度とし
て定着させる。 実際の事例の記録を題材に取り上げ、治療面接のさまざまな局面で想定さ
れる事態にどのように対応するかを考えてもらう。 授業では多くの事例を「読みこなす」
ことが必要である。そのため，幅広い知識を習得している必要がある。通常の講義形態 に
加え、内部実習である心理臨床センターでの陪席実習を通じて、インテーク報告書を作成
し、ケースカンファレンスにて発表するが含まれる。 
臨床心理面接特論Ⅰと同様、この講義内容は、2 年次の臨床心理実習の基礎となる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

陪席実習により、インテーク報告書を作成することができる。 

19.教科書・教材 適宜紹介 
20.参考文献  

21.成績評価 
最終レポート 40% 
事例発表 40% 
授業へのコミット 20% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜日・4 限(山本喜晴)、金曜日昼休み（松井幸太） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回目 
 科目のオリエンテーション・SV・陪席面接について  

第 2 回目 事例 A の紹介（逐語資料） 
事例 A に関するディスカッション 

 

第 3 回目 事例 A のインテーク報告に関するディスカッション  

第 4 回目 
事例 B の紹介（逐語資料）  
事例 B に関するディスカッション  

第 5 回目 事例 B のインテーク報告に関するディスカッション  

第 6 回目 
事例 C の紹介（逐語資料）  
事例 C に関するディスカッション  

第 7 回目 事例 C のインテーク報告に関するディスカッション  

第 8 回目 
事例 D の紹介（逐語資料）  
事例 D に関するディスカッション 

 

第 9 回目 事例 D のインテーク報告に関するディスカッション  



第 10 回目 
事例 E の紹介（逐語資料）  
事例 E に関するディスカッション 

 

第 11 回目 事例 E のインテーク報告に関するディスカッション  
第 12 回目 今までの事例を通して、心理面接の過程を考える  

第 13 回目 自分が実際の仕事で事例を担当するとすればどのよう
なことに注意すべきかに関するディスカッション 

 

第 14 回目 心理臨床における倫理について  

第 15 回目 
最終レポートアサイメントのシェア 
他機関への情報提供や委託紹介についての講義 講義
全体を振り返り、自己点検を行う 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

25610 2.科目名 社会調査実習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 専門社会調査士（必修） 11.先修条件 原則として、「社会調査士」資格を取得済
であること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①社会調査における「質的調査」の事例を参照しながら、質的調査法の可能性と限界につい
て学びます。 
②新聞・雑誌・映像・音楽などの大衆文化も、質的データとして分析対象となりうること
を、調査事例を通して学びます。 
③身近なテキストを使い、データを収集・分析することにより、質的調査法の一つである内
容分析の方法について学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○質的調査の諸技法について理解する。 
○質的調査の手法を用いて調査を立案して実施する。 
○調査結果を整理して考察を行い、報告書としてまとめる。 

19.教科書・教材 
工藤保則・寺岡伸吾・宮垣元編『〔第２版〕質的調査の方法：都市・文化・メディアの感じ
方』法律文化社 

20.参考文献 適宜、紹介します。 

21.成績評価 
●調査企画書２回⇒計 40％ 
●調査報告書⇒40％ 
●レジュメ作成⇒計 20％ 

22.コメント 

●「専門社会調査士」資格科目です。資格取得をめざし、前向きに取り組む意欲のある人の
み受講してください。 
●実習を伴いますので、原則、対面で授業を行います。 
●2 回目以降は、2 コマ連続の変則的な授業運営になります。初回にガイダンスを行いま
す。 
●授業は以下の日程を予定しています（10 月 1 日 1 限、10 月 22 日 1 限 2 限、10 月 29 日
1 限 2 限、11 月 19 日 1 限 2 限、11 月 26 日 1 限 2 限、12 月 10 日 1 限 2 限、1 月 7 日 1 限
2 限、1 月 21 日 1 限 2 限） 
●教科書を指定していますが、すべての章を取り上げるわけではありませ 

23.オフィスアワー 
【神⼾山手キャンパス】 
●センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
●研究室オフィスアワー昼休み昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

●オリエンテーション：授業内容および進め方につい
て 
●社会調査における「質的調査」と「量的調査」につ
いて 

持参するもの：テキスト（以下、毎回） 

第２回 
●質的調査の方法① 
 インタビュー法を使った事例の輪読を通して、その
特徴と手法について学ぶ。 

提出物：レジュメ 

第３回 ●質的調査の方法② 提出物：レジュメ 



 参与観察法を使った事例の輪読を通して、その特徴
と手法について学ぶ。 

第４回 
●質的調査の方法③ 
 ライフヒストリー法を使った事例の輪読を通して、
その特徴と手法について学ぶ。 

提出物：レジュメ 

第５回 

●質的調査の方法④ 
 ドキュメント分析法を使った事例の輪読を通して、
その特徴と手法について学ぶ。 
●課題告知：各自の研究テーマ②ついて、質的調査法
を使った調査企画案を考えて、調査企画書を作成しな
さい。 

提出物：調査企画書及びレジュメ 

第６回 
●質的調査の方法⑤ 
 質的調査法の可能性と限界について学ぶ。 
●第１回レポート（調査企画書）をもとに発表する。 

 

第７回 
●内容分析という手法①： 内容分析とはどんな調査
法なのか？ 
 内容分析を使った調査事例を輪読する。 

 

第８回 
●内容分析という手法②： なぜ大衆文化とテキスト
となるのか？ 
 内容分析を使った調査事例を輪読する。 

 

第９回 
●内容分析という手法③：どのような手順で分析する
のか？ 
 内容分析を使った調査事例を輪読する。 

 

第１０回 
●内容分析の実際① 
 調査テーマの候補案について、どおよな方法で進め
るのかグループで話し合う。演習 

持参するもの：ノート PC（以下、毎回） 
提出物：調査企画書 

第１１回 
●内容分析の実際② 
 テキストの選定、データの収集、演習  

第１２回 
●内容分析の実際③ 
 内容のジャンル分け、演習 
 実際にテキストに当たり、データを収集する。 

 

第１３回 
●内容分析の実際④ 
 内容のジャンル分け、演習 
 収集したデータを分類別にする。 

 

第１４回 
●内容分析の実際⑤ 
 結果の図表化と内容のジャンル分け、演習 
 結果に考察を加える。 

 

第１５回 
●内容分析の実際⑥：調査結果の報告、全体のまとめ 
 調査結果のふりかえり 

提出物：調査報告書 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

28000 2.科目名 健康心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子、山本真由美 

5.授業科目の区分 

【基幹科目】臨床心理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 修士 1 年 
10.取得資格の要件 公認心理師資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この講義では、健康心理学について学び、公認心理師の業務である、心の健康教育の実践に
必要な基本的知識をみにつけることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の 1.専門知識・技能、6.コミュニケーショ
ン能力、7.倫理観の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
①公認心理師の業務である予防のための心理教育について理解し、実践できる。 
②ストレスとストレス関連疾患についての基本的事項について説明できる。 
③ウェルビーイングとポジティブ心理学について説明できる。 
④ストレスマネジメントの基礎を身につけており、自ら実践し、研修できる。 
⑤様々な対象に対するメンタルヘルスの実践について説明できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 
コミュニケーションシート  ４×１3  ５２%（①②③④⑤に対応） 
中間ふりかえり                   ２４%（①②③④に対応） 
総括テスト                ２４%（①②③④⑤に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目 
ガイダンス  健康心理学とは  mindmeister の基
本 

毎回ノートパソコンを持参する。 
コミュニケーションシートの提出（10 分） 

第２回 ストレスとコーピング コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 3 回 食に関連した健康問題 コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 4 回 睡眠に関連した健康問題 コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 5 回 セルフケア 自律訓練法の基礎  ワーク コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 6 回 ポジティブ心理学 コミュニケーションシートの提出（10 分） 

第 7 回 セルフケア  リソース強化と認知修正 ワーク 
中間振り返りにかえて、７回までの内容を
mindmeister でまとめて提出する。 

第 8 回 心の健康とウェルビーイング コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 9 回 子どものメンタルヘルス コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 10 回 職場のメンタルヘルス コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 11 回 高齢者のメンタルヘルス コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 12 回 生活習慣とメンタルヘルス コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 13 回 嗜癖とメンタルヘルス コミュニケーションシートの提出（10 分） 
第 14 回 心の不調を抱える当事者の家族のメンタルヘルス コミュニケーションシートの提出（10 分） 



第 15 回 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30012 2.科目名 スクールインターンシップ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫、中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

展開 
小学校・特別支援教育
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業の概要 
1 院生もしくは院生の所属する学校が直面している教育実践上の課題について，理論と実
践 
の融合を念頭に，実践と省察を繰り返しながら課題解決を図る実践的研究（アクション・リ 
サーチ）のための事前指導を行う。 
２ インターンシップ実践校での，① 課題確定，② 予備調査，③ 仮説の設定，④ 実 
践研究⑤ 研究結果の分析と検証，研究報告書の作成と言った一連の研究活動の省察をワー 
クショップの手法を用いて協同的に行い，研究論文作成のための中間，事後の指導を行う。 
3 研究の手法 実践的研究（アクション・リサーチ） 
研究の主体を院生自身として，特定の学校・学級で起きている教育的課題を望ましい方向 
へ改善していくことを主眼とする。そのため，当面する教育課題を明らかにし，関連する先 
行研究等を参考に，院生自ら解決のための方策・手立てを考え，課題解決のためのアクショ 
ン（学校全体としての取組や個々の授業づくり）を起こし，その成果についてリサーチ（分 
析，考察等の追究）をしながら課題解決を図る。 
4 インターンシップ実践校での実践的研究の研究結果（指導案，調査結果，ビデオ記録、
IC 
レコーダー記録，観察記録等）を週 1 回大学へ持ち帰り省察をする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【本学のベンチマーク】 
１.研究課題遂行能力  レベル 4 
 自ら積極的に研究課題に取り組むことができる。 
２.問題解決能力  レベル 4 
 総合的な視点から課題と目標を把握して解決策を立案し、それを実行することができる。 
３.情報処理能力 レベル 4 
 データや現象を正確に解析・分析して考察できる。 
4.プレゼンテーション能力 レベル 3 
 研究成果を効果的に発表することができる。 
5.コミュニケーション能力 レベル 3 
 他の研究者と協力し、協議できる。  
これらのベンチマークを達成するため。本授業は以下の到 

19.教科書・教材  

20.参考文献 
二杉孝司、藤川大祐、上條晴夫編著：「授業分析の基礎技術」学事出版 2002 
渡辺洋著：『心理・教育のための統計学入門」金子書房 1996 
吉田健正：「大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方」【第２版】ナカニシヤ出版 



2006 
秋田喜代美/恒吉僚子/佐藤学：教育研究のメソドロジー」東京大学出版会 2006 
柴山真琴：「子どもエスノグラフィー入門」新曜社 2007 
佐藤郁哉：「質的データ分析法」新曜社 2011    
 

21.成績評価 

1 授業毎の学修成果をリフレクトする。 30％ 
2 質的，量的研究への取り組 データの入手と処理 30％ 
3 リサーチ成果物の発表                 40％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

?スクール・インターンシップの研究方法についての
概要 
 教育実践研究（アクション・リサーチ）の方法につ
いての研究手順について 
?データ収集の方法 
① 観察によるデータ収集 
② 言葉によるデータ収集 
③ 数量的データ収集 
 

 

第 3 回 
第 4 回 

?データ収集法の検討 
・実践校におけるデータ収集の事例報告を通じて研究
対象課題のデータ収集法を検討する。 
  
?質的なデータの収集法 
・従来型（VTR，IC レコーダー，観察記録等）の発
話記録によるディスコース分析。 
 

〇実践校における研究対象課題をまとめる。
レポート（120 分） 
〇過去の教育実践のディスコース分析の事例
を報告する。レポート（120 分） 
 

第 5 回 
第 6 回 

質的なデータの収集法 
・フレームワーク型ワークショップ（クロス法，概念
化シート法，ロジックツリー法等）によるディスコー
ス分析。 
  
?量的なデータ収集法と分析 
1 質問紙作成のポイント 
2 データの集計 
 ① 単純集計 
 ② クロス集計 
 

〇クロス法，概念化シート法，ロジックツリ
ー法等について報告する。レポート（120
分） 
◆ノート PC 必携◆ 
 

第 7 回 
第 8 回 

?量的なデータ収集法と分析Ⅱ 
3 データの分析 
 ① 効果的なグラフ化 
 ② 2 変数間の関係把握（共分散，相関係数） 
 ③ 統計解析のためのツール ピボッタテーブル，
エクセル・アドインソフト 
 ④ 統計的仮説検定 
?量的なデータ収集法と分析Ⅲ 

◆ノート PC 必携◆ 



 ① 主な検定方法 t 検定，F 検定，カイ２乗検定
等   
 

第 9 回 
第 10 回 

?課題の確定 
・実践校の教育課題（研究テーマ）について各自提案
し，課題解決の所在を明らかにし，各自の教育課題か
ら研究テーマの絞り込みを行う。 
   
?研究方法，研究仮説，研究計画の検討 
・各自の研究テーマに沿った研究方法，研究仮説，研
究計画をグループで検討する。  
 

〇研究テーマの絞り込みを行い，まとめる。
レポート（120 分） 

第 11 回 
第 12 回 

?先行研究，参考文献についての検討Ⅰ 
・各自の研究テーマに沿った研究方法を確立するた
め，先行研究や参考文献についてグループで検討す
る。 
  
?先行研究，参考文献についての検討Ⅱ 
・先行研究や参考文献について，それぞれの研究テー
マに沿ったプレゼンとグループ協議を行う。 
 

〇各自の研究のための先行研究，参考文献リ
ストを作成する。レポート（120 分） 

第 13 回 
第 14 回 

?予備調査の準備 
・各自の予備調査，予備教育実践研究の方法，計画に
ついて発表し，それぞれについて研究協議を行う。
（データの収集方法，指導案，教材・教具の工夫等に
ついての協議・検討） 
?予備調査の実施報告 
・予備調査，予備教育実践研究の省察を行う。 
 

〇予備調査のまとめを作成する。レポート
（120 分） 

第 15 回 
第 16 回 

?予備調査，予備教育実践研究のデータ収集法の検討 
・データ収集の方法としての観察記録，インタビュ
ー，質問紙，VTR，IC レコーダー等について検討す
る。 
?予備調査，予備教育実践研究のデータ収集法の検討 
・量的なデータの分析について検討する。 
 

 

第 17 回 
第 18 回 

?予備調査，予備実践研究の結果について省察し，仮
説の修正を行う。 
?予備調査結果の反省に基づき，本調査，本教育実践
研究の方法，計画についての研究協議（データの収集
方法，指導案，教材・教具の工夫等についての協議・
検討） 
 

〇予備調査の反省と本調査の方法，計画につ
いてまとめる。レポート（120 分） 

第 19 回 
第 20 回 

本調査の実施Ⅰ 
?本調査の実施Ⅱ 
 

〇本調査結果をまとめる。レポート（120
分） 

第 21 回 
第 22 回 

?データの収集と分析Ⅰ 
・発話記録やワークシート等質的データによるディス

〇ディスコース分析についてまとめる。レポ
ート（120 分） 



コース分析 
?データの収集と分析Ⅱ 
・フレームワーク型ワークショップによるディスコー
ス分析 
 

第 23 回 
第 24 回 

?データの収集と分析Ⅲ 
・単純集計とクロス集計，表・グラフ化 
     
?データの収集と分析Ⅳ 
・変数間の関係把握（共分散，相関係数） 
・ピボッタテーブル，エクセル・アドインソフト等に
よる解析 
 

以下全授業◆ノート PC 必携◆ 

第 25 回 
第 26 回 

?研究結果のまとめⅠ 
・プレゼン資料作り 
?研究結果のまとめⅡ 
・プレゼン資料作り  
 

 

第 27 回 
第 28 回 

実践的研究成果の発表Ⅰ  
?実践的研究成果の発表Ⅱ  
  
 

 

第 29 回 
第 30 回 

?実践的研究成果の発表Ⅲ  
?実践的研究全体についての省察  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30024 2.科目名 フィールド演習Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
フィールドワークの技法を修得するために、理論的に学習するとともにその技法を理解し、
実際にフィールドワークを行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①質的調査の基本知識について説明することができる。 
②観察やインタビューを実際に行うことができる。 
③フィールドワークの成果を報告書としてまとめることができる。 
該当する専攻 DP 
①専門知識・技能 ②問題発見力 ③調査分析能力 ④論文作成能力 ⑤課題解決への提案
力 ⑥コミュニケーション力 ⑦倫理観 

19.教科書・教材 教科書は受講者と相談したうえで指定する場合がある。 

20.参考文献 
佐藤郁哉『フィールドワーク』新曜社、1992． 
佐藤郁哉『フィールドワークの技法』新曜社、2002． 
その他の文献、参考図書は適宜授業中に紹介する。 

21.成績評価 
担当時の発表 25%×2 回 
最終レポート 50％ 

22.コメント 調査スキルを自分のものにするために、しっかりと課題に取り組んでください。 
23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション  
・授業の進め方、評価方法等のガイダンス 

〇各回の授業における復習と予習、準備を行
う。また、必要に応じてフィールドワークを
行う。（各回 120 分） 

【第 2-4
回】 

社会調査におけるフィールドワーク 
・第 2 回 フィールドワークとは何か 
・第 3 回 フィールドワークの論理 
・第 4 回 フィールドワークの実際 

 

【第 5-6
回】 

観察する技術  
・第 5 回 対象との出会い、方法・技法の模索 
・第 6 回 問題発見 

 

【第 7-8
回】 

インタビューの技術 
・インタビューの技法についての学修  

【第 9-10
回】 

記録する技術 
・フィールドノーツの取り方など 

 

【第 11-12
回】 

記録から分析へ 
・フィールドワークの記録の整理、分析手法 

 

【第 13-14
回】 

伝える技術 
・エスノグラフィーの技法 
 

 



【第 15 回】 
フィールドワークとは 
・中間まとめ 

 

【第 16-27
回】 

フィールドワーク 
・フィールドワークとその検討  

【第 28-30
回】 

研究成果のまとめ 
・第 28-29 回 研究成果報告の準備 
・第 30 回 研究成果の報告 

★最終レポート提出 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30042 2.科目名 修士論文指導 3.単位数 8 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 大学院人間学行動科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

修論のテーマに関する先行研究について年表を作成する。 
テーマを絞り込んで未解決の問題を明確化する。 
先行研究の文献をもとに仮説を検討する。 
仮説を検証する方法（または目的を達成する方法、問題を解明する方法）を絞り込む。 
修論提出までの修論の計画を明確にする。 
データを収集する手続きを記述する。 
手続に従ってデータ収集を行う。 
データの処理計画を立案する。 
データ処理をしながら問題と目的、方法を書き始める。 
作成した文章について、校閲、訂正、提出する。 
データの入力と統計処理等を行う。研究の目的に合致した結果を残し、グラフを作成する。 
先行研究と比較しながら、なぜその結果が得られたかを検討する。 
特別支援教育の分野の修論であれば、問題と目的、方法（研究デザイン、対象児（者）、デ
ータ入手の手続き、データの処理法等）、結果、考察、今後の課題、要約、文献をまとめ、
締め切りの１ヶ月前に提出する。 
指導教員は全体を読んで手を入れる。朱を入れられたところを修正して再度提出する。これ
を繰り返して修論を完成する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜学習目標＞                                 ＜目
標とするベンチマーク＞ 
１．研究テーマに関する先行研究のレビューをする力をつける。    （①知、②情、③
思、④プ、⑤話） 
２．解明したい問題と目的を絞り込んで明確化する力をつける。    （②
情       ） 
３．目的を達成するための科学的方法論を修得する。          （①知、③
思   ） 
４．科学的なデータを収集する方法を修得する。             （①知、③
思   ） 
５．データを処理し、分析する方法 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

１．先行研究のレビューがきちんとできているか 
２．問題から目的までの記述が論理的であるか 
３．目的を達成する方法とその記述が適切か 
４．結果の処理は間違いないか 
５．結果の表現方法は適切か 
６．考察は「なぜその結果が得られたか」の論理的説明が先行研究との関連の中で記述され



ているか 
７．まとめ（要約）は、問題と目的、結果、考察が簡潔に記述されているか 
８．引用文献が記載ルールに従って記載されているか 
９．謝辞がきちんと記述されているか 
★論文のレベルが修論として認められるレベルに達しているか 
修士論文 ６ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス（修論が完成するまでの課題と作業），修
論の位置づけ，科学とは？研究とは？ 

課題 Aー１（次週まで）＞次回までに研究し
たいこと（研究テーマ）とそれに関係する先
行研究の年表（１）の作成と発表の準備。 
＜課題 Bー１（次週まで）＞自閉症の睡眠に
関する英論文（１）を手渡すので、次週まで
に訳せるところまで訳して発表する準備。 
 

第 2 回 
①＜課題（１）＞と＜課題（２）＞の発表と討論，②
先行研究のレビューの意味とその重要性、③研究の方
法論 

＜課題 Aー２（次週まで）＞先行研究の年表
の作成（２）の作成と発表の準備。 
＜課題 Bー2＞英論文（１）の残りの部分の
翻訳と発表原稿の作成。 
 

第 3 回 
①＜課題（３）＞と＜課題（４）＞の発表と討論，②
研究の方法論，③何を研究したいのか？研究の意義
は？ 

＜課題 Aー３＞先行研究の年表の作成（３）
の作成と発表の準備。 
＜課題 Bー３＞英論文（１）の残りの部分の
翻訳と発表原稿の作成。 
 

第 4 回 

①＜課題（３）＞と＜課題（４）＞の発表と討論，②
研究の方法論，③テーマの絞り込みと未解決の問題の
明確化。 
  自閉症に特有の睡眠障害があるのか？あるとすれ
ばその理由は？他の障害にも類似の睡眠障害はないの
か？あるかないかを明らかにする方法は？clumsy の
ある自閉症はない自閉症より睡眠障害が多い事実は見
つかっているのか？そういう先行研究はあるのか？も
し、先行研究があるなら、研究の新規性は？もしま
だ、誰も気づいていないとするなら、その事実は臨床
経験的なものか、それとも一定数のデータが収集され
ているのか？もし、 

＜課題 Aー４＞先行研究の年表の作成（４）
の作成と発表の準備。 
＜課題 Bー４＞英論文（１）の完訳原稿の作
成。 
＜課題 Cー１＞英論文（１）の要約原稿の作
成（◎◎参照） 
＜課題 Cー２＞英論文（２）を手渡すので、
「アブストラクト」の翻訳原稿を作成。 
 

第 5 回 

①英論文（１）について、＜課題 Cー１＞の資料をも
とに、問題と目的、方法、結果、考察について討論す
る。 
②＜課題 Cー２＞の英論文（２）のアブストラクトを
発表し、研究を推測する。③自己の研究テーマを先行
研究と関連付ける。 
 

＜課題 Aー５＞先行研究の年表作成。 
＜課題 Bー５＞英論文（２）の翻訳原稿の作
成。 
 

第 6 回 
①＜課題 Bー５＞の英論文（２）の翻訳原稿をもとに
研究の討論を行う。②自閉症の睡眠に関して何を調べ
るのかを絞り込み、データを入手する方法を検討す

＜課題 Bー６＞英論文（２）の翻訳を完成す
る。次週発表。 
＜課題 Cー４＞英論文（２）の要約原稿の作



る。 成。 
 

第 7 回 

①＜課題 Bー６＞の英論文（２）と＜課題 Cー４＞の
英論文（２）の要約をもとに研究を紹介し、研究の内
容について討論し自己の研究と関連付ける。②自己の
研究のデータ収集の方法を検討する。 

 

第 8 回~第
15 回 

【８回】〜【15 回】第２回〜第７回までやってきた
ことを中心に実施していく。①先行研究を読み続け
て、まとめ、先行研究の年表に位置づける。②英論文
を全訳するのは３論文までで良い。４論文目からは読
んだ先行研究は A４用紙１〜２枚に「発表者（自分の
名前）と発表年月日、論文の著者名、発表年、論文
名、掲載学術誌名、巻(号)、頁、問題と目的、方法、
結果、考察、主要文献」をまとめる。③英論文をめと
めて、それを発表するたびに、研究の方法と論文構
成・の書き方を習得する。④先行研究をもとに自分の
研究の仮説を検討する。④仮説を検証 

データ整理 

第 16 回~第
30 回 

【16 回】〜【30 回】 
①先行研究の文献を読み続け、１編読みこなすたび
に、その論文を自分の研究テーマに関する研究の年表
に付け加える。 
②修論の提出までの課題と作業をそれをこなしていく
スケジュールを確認する。 
②データ収集の手続に従ってデータ収集を続ける。 
④データの処理計画を立案し、データをエクセルか
SPSS のシートに入力し続ける。できれば統計処理の
準備もしておく。 
⑤データ処理をしながら問題と目的、方法を書き始め
る。書いたところから持ってくる。 
⑥書いて持ってきた文章に手を入れて返却する。手を
入れられた 

データのまとめと執筆 

   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30043 2.科目名 人間行動学演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 大学院人間行動学研究科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】具体的なテーマに沿った文献購読を行うことにより、特別支援教育学の分野での研
究に必要となる概念と研究方法論のと習得をめざす。 
【概要】特別支援教育学の基本的な文献の輪読と、独学の系譜に関する文献の購読を通し、
「特別支援教育」を心理・教育学的に検討するための方法論を知り、また最新の研究動向を
知る中で、現在の特別支援教育の教育課題に対する教育学からの問題のたて方と研究方法を
学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．学習目標 
① 特別支援教育学の基本概念と研究方法論を知る。 
② 先行研究の概要についてまとめ、具体的で明確に発表することができる。 
③ 修士論文に向けた研究課題設定を行うことができる。 
２．DP/ベンチマーク 
「論文理解能力」 
① 専門分野における専門知識および研究法を理解することができる。 
② 専門分野における主要な論文を理解することができる。 
「研究課題遂行能力」 
③ 研究課題を企画し遂行することができる。 
「批判能力」 
①関連する学術論文を批判的に読むことができる。 
 

19.教科書・教材 教科書は使用しない。適宜文献を紹介する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

文献の発表：20％ 
中間（春学期終了時）レポート：30％ 
最終レポート ：50％  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回、第
２回 

オリエンテーション ・授業の進め方 
・海外文献の読み方  
 

研究計画書の作成を進める 

第 3 回、第
4 回 

・個人の発表と討議(1) (2)・特別支援教育学の文献購
読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 5 回、第
6 回 

・個人の発表と討議(3)(4) ・特別支援教育学の文献
購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 7 回、第 ・個人の発表と討議(5)(6) ・特別支援教育学の文献 研究内容に関する文献を探し、発表の準備を



8 回 購読 する。 
第 9 回、第
10 回 

・個人の発表と討議(7)(8) ・特別支援教育学の文献
購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１1 回、第
1２回 

・個人の発表と討議(9)(10) ・特別支援教育学の文献
購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１3 回、第
14 回 

・個人の発表と討議(11)(12) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１5 回、第
16 回 

・研究計画書の見直しと個人のテーマの確定に関する
指導 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１7 回、第
18 回 

・研究計画書の見直しと個人のテーマの確定に関する
指導 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１9 回、第
２0 回 

・個人の発表と討議(13)(14) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 2１回、第
22 回 

・個人の発表と討議(15)(16) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 23 回、第
24 回 

・個人の発表と討議(17)(18) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 25 回、第
26 回 

・個人の発表と討議(19)(20) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 27 回、第
28 回 

・個人の発表と討議(21)(22) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 29 回、第
30 回 

・個人の発表と討議 
・個人のテーマにそって発表を行い。修士論文に向け
ての最終調整を行う。  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30511 2.科目名 教育環境学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道中 隆 

5.授業科目の区分 

共通科目 
基幹科目 
保健と福祉、行政分野
における実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間行動学専攻  
臨床教育学専攻 

9.履修学年 M1 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習形式 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

日本における格差社会の中で、子どもの貧困問題をはじめとするさまざまな問題がクローズ
アップされている。こうした子どもの教育や発達上の問題、健康問題が発生する過程につて
は、この間、蓄積された先行研究によって多くのことが解明されてきた。 
ここでは、具体的なテーマに沿った文献購読を行うことにより、教育社会学、福祉政策学な
どの関連分野で必要となる概念と研究方法論の習得をめざす。 
 本授業のテーマに関する文献を収集し、輪読を通して、論点を整理・分析する。その上で
課題に対する政策や研究方法論を理解するとともに課題解決への仮説生成や論点整理を行
う。特に、貧困世帯をめぐる子どもの発達や健康、教育への影響に視座に課題解決に向けた
研究の意義を理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．学習目標 
①日本の社会保障制度と教育や福祉、看護政策と関係づけて保健・医療・福祉を政策的に捉
え論点整理す  ることができる。 
②保健医療福祉をめぐる諸問題について理論的な視点から課題を捉え考察することができ
る。 
③自ら収集した情報と学習した内容を分析し、その結果を文章化することができる。 
２．ベンチマーク 
①論文理解能力（専門分野における主要な論文を理解することができる） 
②批判能力（関連する学術論文を批判的に読むことができる） 
③コミュニケーション能力（他の研究者とディスカッションを行うことができる 

19.教科書・教材 
輪読文献は適宜示す 。 
※講義の中で資料の配布および国内外の重要文献の紹介などを適宜行う。 
 

20.参考文献 

・道中隆(2016) 『第 2 版 貧困の世代間継承―社会的不利益の連鎖を断つ』 晃洋書房 
・浅井春夫/松本伊智朗/湯澤直美(2008) 『子どもの貧困-子ども時代のしあわせ平等のため
に』 
・近藤克彦(2007) 『検証「健康格差社会」』医学書院 
・OECD 御園生純/稲川英嗣(2004) 『OECD 教育政策分析』E ducation Policy Analysis 
2004 Edition 明石 
     書店 
・経済協力開発機構(OECD) 『図表でみる教育 OECD インディケータ(2013)』 Educat 

21.成績評価 
①文献の発表：40％ 
②最終（学期終了時）『レポート』：内容 30％ 
③）『レポート』：プレゼン 30% 



評価は上記①〜③に基づく総合評価とする。なお②および③の評価については、共通ルーブ
リックによるものとする 

22.コメント 
毎回、各テーマについて議論などをする時間を設けるので、事前に出された課題は必ずする
ようにしましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回 
09/28】 
  
 

第１回 
 オリエンテーション 
 授業の進め方、評価方法等のガイダンス   
     
  
   
 

1-3.アサインメント/持参するもの(15 回以
上のときの記載は、左同様） 

【第２回 
10/05】 

第２回  
(1) 教育環境学の隣接科学の文献購読 
(2)個人の発表と討議     
 

 

【第 3 回 
10/12】 
   
 

第３回 
 (1)教育環境学の隣接科学の文献購読 
 (2)政策課題研究   
 

 

【第 4 回 
10/19】   
 

第４回  
(1)教育環境学の隣接科学の文献購読 
(2)個人の発表と討議    
 

 

【第 5 回 
10/26】 

第５回 
(1)教育環境学の隣接科学の文献購読 
(2)個人の発表と討議 
 課題 『レポートⅠ』のプレゼンを実施   
5-3.アサインメント/持参するもの  
   
 

★レポートⅠ提出★ 

【第 6 回
11/02】      
 

第６回 
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読   
 

・「地域包括ケアシステム」とは何か、まと
める 

【第 7 回 
11/09】   
 

第７回 
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読 

・「地域包括ケアシステム」の課題につい
て、まとめる 

【第 8 回 
11/16】 

第 8 回 
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読 
 

・医療介護連携の課題等についてまとめる   
 

【第 9 回
11/23】 
  ※《平常
授業》 

第 9 回  
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読 
 

 



【第 10 回 
11/30】 

第 10 回  
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読 
 ◎課題 『レポートⅠ』のプレゼンを実施  
 

★レポートⅡ提出★ 
 

【第 11 回 
12/07】 

第 11 回 
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読 
 

 

【第 12 回 
12/14】   
 

第 12 回  
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読 

 

【第 13 回 
12/21】 

第 13 回 
 個人の発表と討議( 1)   教育環境学の隣接科学の
文献購読 

 

【第 14 回 
01/18】 
 

第 14 回 
 個人の発表と討議( 1)  教育環境学の隣接科学の文
献購読 

 

【第 15 回 
01/25】 

【最終第 15 回】 
個人の発表と討議( 1)   保教育環境学の隣接科学の
文献購読 
 ◎課題 『レポートⅢ』のプレゼンを実施 
 

★レポートⅢ提出★ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30512 2.科目名 災害と犯罪に対する危機管理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 未定、濱名陽子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 学校園や施設等における安全対策・危機管理の基本を理解したうえで、学校園・施設にお
ける安全対策・危機管理のうち、災害、犯罪、事故を中心に、過去の具体的事例の検討か
ら、危機的事象に対する備え、対応に関する要点を理解し、行政や関係団体、地域等と連携
しながら、学校園や施設等の危機管理を推進していく方策を学ぶ。また、児童・生徒に対し
て行う安全教育、防災教育の実際を知り、学校園で・施設等でそれらをマネジメントする方
策を知る。 
 授業はすべて具体的事例をもとに演習形式で行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 学校園や施設等において、行政や関係団体、地域等と連携しながら、下記のことができる
ようになることをめざす。 
・平常時には、災害や犯罪、事故等への備えを行い、研修計画を立てることができる 
・発生時には、必要な課題を的確に判断して、リーダーシップを発揮した活動を行うことが
できる 
・発生後には、それまでの防災・防犯計画、安全管理計画を見直し、改善することができる 
 大学院のＤＰとの関連 
・問題発見力 
・課題解決策への提案力 

19.教科書・教材 各担当者が資料を配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 
各回のワークシート：65％ 
最終レポート：35％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
＜濱名陽子＞ 
オリエンテーション：授業の進め方、評価方法に関す
るガイダンスを行う 

 

第 2 回 
＜松下義行＞ 
学校園・施設におけるリスクと安全対策・危機管理の
基本 

ワークシート提出① 

第 3 回 
＜松下義行＞ 
リスクに対するマネジメント：事例検討 

ワークシート提出② 

第 4 回 
＜椋田義之＞ 
保育・学習活動等でのリスク（保育・授業等での事
故、施設利用時の事故） 

ワークシート提出③ 

第 5 回 
＜中山誠＞ 
登下校時のリスク（交通事故と不審者） ワークシート提出④ 

第 6 回 ＜松下義行＞ ワークシート提出⑤ 



犯罪や事故への対応と事後対策：事例検討 

第 7 回 ＜神垣一規＞ 
問題行動等（非行） 

ワークシート提出⑥ 

第 8 回 
＜道免逸子＞ 
問題行動等（いじめ） 

ワークシート提出⑦ 

第 9 回 
＜松尾和宣＞ 
災害①（学校事故の保護者対応、広報・報道対応） 
 

ワークシート提出⑧ 

第 10 回 
＜田中綾子＞ 
災害②（⽕災）：事例検討 

ワークシート提出⑨ 

第 11 回 
＜齋藤富雄＞ 
災害③（自然災害 地震・津波）：事例検討 ワークシート提出⑩ 

第 12 回 ＜村田昌彦＞ 
災害④（自然災害 風水害）：事例検討 

ワークシート提出⑪ 

第 13 回 ＜北村正仁＞ 
情報に関するリスク（個人情報など） 

ワークシート提出⑫ 

第 14 回 
＜山本秀樹＞ 
施設等での危機管理（虐待、いじめ等） 

ワークシート提出⑬ 

第 15 回 
＜濱名陽子＞ 
学校園・施設での危機管理に向けて：まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30521 2.科目名 フィールド演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
フィールドワークを含む社会調査の行うにあたっての基礎知識と態度を修得するために、フ
ィールドワークなどの社会調査に関する文献を輪読する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
① 質的・量的調査の基本知識について説明することができる。 
② 観察、インタビュー、質問紙調査を行うにあたっての態度を修得する。 
 

19.教科書・教材 
佐藤郁也『社会調査の考え方〈上〉』東京大学出版会、2015 
佐藤郁也『社会調査の考え方〈下〉』東京大学出版会、2015 

20.参考文献 
■佐藤郁哉『フィールドワーク』新曜社、1992． 
■佐藤郁哉『フィールドワークの技法』新曜社、2002． 
他の参考図書、参考資料は適宜授業中に紹介する。 

21.成績評価 
担当時の発表 25%×2 回 
最終レポート 50％ 

22.コメント 
フィールドワークなどの社会調査に興味・関心を持ち、自律的に行動できる人の受講を求め
ます。 

23.オフィスアワー 水曜 2 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション  
・講義の内容や進め方に関する確認。 

〇次回の章を読む。なお、次回発表者は発表
の準備を行う。（120 分） 

【第 2 回】 社会調査における量的・質的調査の位置づけ 
〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 3 回】 リサーチ・リテラシー修得にあたっての態度 
〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 4 回】 筋の良い社会調査の条件 
〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 5 回】 社会調査における分業と協働 〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 6 回】 リサーチ・トライアングルの時間軸 〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 7 回】 筋の良いリサーチ・クェスチョンの条件 
〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 8 回】 
筋の良い「仮の答え」の条件 
 

〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 9 回】 社会調査における計画と創発 
〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 10 回】 サンプリング 〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 



【第 11 回】 サーベイ 
〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 12 回】 フィールドワーク 
〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 13 回】 既存資料にもとづいた調査 〇今回の復習と次回の章を読む。なお、次回
発表者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 14 回】 報告書のまとめ方 

〇復習を行う。（120 分）また次回の発表準
備を行う。（360 分） 
また、最終発表に関する調査・データ整理を
行う。（360 分） 

【第 15 回】 
まとめ 
・講義全体の総括 
・学習内容の発表 

〇今回の復習を行う。（120 分） 
★最終レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30522 2.科目名 臨床教育学特論Ⅰ （学校教育） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学科 9.履修学年 １-２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業では，児童期の発達の基礎理論を学びます。そのうえで，多様な子どもたちの理解
と支援についての基本的な態度と考え方について学びます。 
現在，特別な支援は，すべての教育の場で取り組まれています。児童生徒の学びの場も，多
様な選択ができるようになっています。学校教育は，子どものニーズに応じて柔軟な対応を
求められています。子どものニーズの把握，個別の指導計画の作成，学校内外の専門家との
連携などについても実践的な学習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の (1)専門的知識 ・ 技能，(2)問題発見
力，（3）調査分析能力，(5)問題解決策への提案力，（6）コミュニケーション能力，(7)倫理
観，の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 
鳥居深雪（2020）改訂 脳からわかる発達障害 多様な脳・多様な発達・多様な学び，中央
法規出版 
他に関連する資料は授業の中で紹介します。 

20.参考文献 関連する参考文献は授業の中で紹介します。 

21.成績評価 
① 授業内での討論 40% 
② 小レポート 30% 
③ 最終試験 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
授業の概要の説明 

特にありません 
第 2 回についてのアサインメントを第 1 回
授業の中で指定します 

第２回 発達理論の基礎：児童期〜⻘年・成人期 授業の中で指定します 
第３回 発達理論の基礎：発達支援の基本 授業の中で指定します 
第４回 多様な発達：LD のある子どもの心理・生理・病理 授業の中で指定します 
第５回 多様な発達：LD のある子どもへの支援 授業の中で指定します 

第６回 
多様な発達：ADHD のある子どもの心理・生理・病
理 

授業の中で指定します 

第７回 多様な発達：ADHD のある子どもへの支援 授業の中で指定します 
第８回 多様な発達：ASD のある子どもの生理・病理 授業の中で指定します 
第９回 多様な発達：ASD のある子どもの心理 授業の中で指定します 
第 10 回 多様な発達：ASD のある子どもへの支援 授業の中で指定します 
第 11 回 発達の多様性：発達障害の重複 授業の中で指定します 
第 12 回 実態把握 包括的アセスメント：分析的にとらえる 授業の中で指定します 
第 13 回 包括的アセスメントの実際１ 授業の中で指定します 
第 14 回 包括的アセスメントの実際２ 授業の中で指定します 
第 15 回 包括的アセスメントに基づいた発達支援  



まとめ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30523 2.科目名 言語習得特論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
大学院人間行動学研究科 
臨床教育学専攻 9.履修学年 M1 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

多様化する社会、文化、言語 ：⺟語（L1）から複数の第二言語（L2×2）へ 
〜EU の CEFR（言語の学習、教授、評価のための欧州共通参照枠）にみられる 
複言語・複文化主義に相応しい言語観・言語教育へ〜 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は次の通りです。 
①複言語主義・複文化主義について説明することができる。多様性理解 
②言語習得についての調査分析を実際に行うことができる。課題発見・課題解決能力 
③言語習得研究の成果を報告書としてまとめることができる。専門的知識・技能の活用力 
複言語化および複文化化が進むグローバル化世界で、スタンダードとなりつつある、EU の
1＋2 の言語政策（L1＋L2×2 すなわち、⺟語に加えて外国語 2 カ国語を教授する EU の言
語政策）は、日本の教育現場でも進行中の、子供たちの多様なニーズ、外国人子女・帰 

19.教科書・教材 教科書は受講者と相談したうえで指定する。 

20.参考文献 

佐野富士子ほか『第二言語習得』大修館，1992． 
ビアリストク＆ハクタ『外国語はなぜなかなか身につかないか』新曜社，2000． 
スミス＆アロット 『チョムスキーの言語理論』新曜社，2019． 
その他の文献、参考図書は適宜授業中に紹介する。 

21.成績評価 担当時の発表 25%×2 回 
最終レポート 50％ 

22.コメント 
言語習得論についての調査分析法を自分のものにするために、しっかりと課題に取り組んで
ください。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション  
多様化する社会、文化、言語 ：⺟語（L1）から 
複数の第二言語（L2×2）へ 

〇各回の授業におけるふりかえりを行う。 

【第 2 回】 EU の CEFR（言語の学習、教授、評価のための欧州
共通参照枠）にみられる複言語・複文化主義 

 

【第３回】 第一言語習得１. ⺟語の習得の特徴、プラトンの問題  
【第４回】 第一言語習得２. ⺟語の習得の特徴、臨界期仮説  
【第５回】 第一言語習得と第二言語習得１.  類似点と相違点  

【第６回】 第一言語習得と第二言語習得２.  普遍文法と言語
習得装置 

 

【第７回】 インプット仮説、 
アウトプット仮説、 

 



インプット・アウトプット相互作用仮説 
 

【第８回】 言語習得における二角氷山仮説（Cummins）  

【第９回】 
言語習得における障害 Genie の言語研究で分かった
こと 

 

【第１0 回】 
構音障害に対処するための Praat による音響・音声学
的訓練  
イントロダクション 

課題 
最終レポートの題目提出 

【第 11 回】 
構音障害に対処するための Praat による音響・音声学
的訓練： 
①⺟音 

 

【第 12 回】 
構音障害に対処するための Praat による音響・音声学
的訓練： 
②子音 

 

【第 13 回】 
構音障害に対処するための Praat による音響・音声学
的訓練： 
③リズム 

 

【第 14 回】 
構音障害に対処するための Praat による音響・音声学
的訓練： 
④アクセント 

 

【第 15 回】 

ふりかえり 
  
①実技試験および最終レポートの提出 
 

最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30524 2.科目名 障害者教育特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1-2 学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 知的発達に遅れのある子どもや LD、ADHD、ASD 等の「発達障害」の子どもによく見ら
れる感覚運動機能のつまずきについて、感覚の過敏、姿勢やバランスの問題、運動の不器用
さ（発達性協調運動障害）、視機能の問題など中心に、その観察の視点と方法、つまずきの
要因の分析、学習や日常生活への影響について説明します。また、学校で実施可能な活動の
具体例を紹介しながら、感覚運動機能のつまずきの指導の実際について、具体的に学びま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の (1) 専門的知識・技能、(2) 問題発見
力、(5) 問題解決策への提案力、(7) 倫理観、の学修に関連しています。 
① 発達に障害のある子どもに見られる感覚運動機能のつまずきの状態像について説明する
ことができる。 
② 視機能のつまずきが学習に及ぼす影響について説明することができる。 
③ 姿勢保持の困難や運動の不器用さが学習や日常生活に及ぼす影響について説明すること 
ができる。 
④ 発達障害のある子どものアセスメント方法の基本について述べることができる。 
 

19.教科書・教材 特定の教科書は用いません。独自に作成した資料を授業の度ごとに配布しｒます。 
20.参考文献 特別支援教育の理論と実践 第２巻 「指導」  金剛出版 2018 年 

21.成績評価 
授業内での討論 30% 
小レポート 40% 
最終試験 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜 4 限（研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
オリエンテーション 
発達障害のある子どもの感覚運動機能のつまずきにつ
いて 

 

【第 2 回】 

発達に障害のある子どもに見られる感覚運動機能の問
題 
 (1) 筋緊張 
 (2) 姿勢反射の発達 

 

【第３回】 

発達に障害のある子どもに見られる感覚運動機能の問
題 
 (3) 身体各部の分化と協調 
 (4) 運動企画 

観察レポート（小レポート①） 

【第４回】 
発達に障害のある子どもに見られる感覚運動機能の問
題 
 (5) 視機能 

 



 (6) 感覚入力の調整 
【第５回】 感覚系の働き（その１）感覚の種類と分類 小レポート② 
【第６回】 感覚系の働き（その２）前庭系の構造と機能  
【第７回】 感覚統合について  

【第８回】 発達障害のある子どもの包括的アセスメント（その
1）：知的機能の評価 

 

【第９回】 発達障害のある子どもの包括的アセスメント（その
２）：適応行動の評価 

 

【第 10 回】 
発達障害のある子どもの包括的アセスメント（その
３）：関連する諸検査 

 

【第 11 回】 
発達障害のある子どもの包括的アセスメント（その
４）：総合的判断  

【第 12 回】 感覚運動機能につまずきがある子の支援  
【第 13 回】 発達障害がある子どもへの支援：人との関り  
【第 14 回】 発達障害がある子どもへの支援：アドボカシー  
【第 15 回】 授業のまとめと最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30525 2.科目名 教育学特論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本社会の変化との関連で教育の変容を捉えるために、日本社会の構造変容、家庭教育・学
校教育の変容、子どもに関する教育病理を学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①日本社会の構造変容と関係づけて教育を歴史的に捉えることができる。また、日本の教育
の変容との関連で、教育の理念と思想を解釈することができる。 
②子どもの諸問題について理論的な視点から考察することができる。 
③自ら収集した情報と学習した内容を分析し、その結果を文章化することができる。 
該当する専攻 DP 
①専門知識・技能 ②問題発見力 ③調査分析能力 ④論文作成能力 ⑤課題解決への提案
力 

19.教科書・教材 教科書は受講生と相談したうえで決定する。 
20.参考文献 文献、参考図書は適宜授業中に紹介する。 

21.成績評価 
担当時の発表    25％×2 回 
最終レポート     50％ 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
毎回、各テーマについて議論などをする時間を設けるので、事前に出された課題は必ずする
ようにしましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション 
・授業の進め方、評価方法等のガイダンス 

〇次回の論文を読む。なお、次回発表者は発
表の準備を行う。（120 分） 

【第 2 回】 
日本社会の構造変容と教育(1) 
・社会化環境の変容 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 3 回】 
日本社会の構造変容と教育(2) 
・日本社会の構造変容と家庭教育 −明治期から大正
期− 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 4 回】 
日本社会の構造変容と教育(3) 
・日本社会の構造変容と家庭教育 −昭和期から現代
− 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 5 回】 
日本社会の構造変容と教育(4) 
・日本社会の構造変容と学校教育 −教育の理念と思
想− 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 6 回】 
日本社会の構造変容と教育(5) 
・日本社会の構造変容と学校教育 −教育政策の変化
− 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 7 回】 非行・少年犯罪(1) 
・逸脱理論 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 



【第 8 回】 
非行・少年犯罪(2) 
・逸脱研究に関する研究動向 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 9 回】 
いじめ・不登校(1) 
・いじめに関する理論 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 10 回】 いじめ・不登校(2) 
・いじめ・不登校に関する研究動向 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 11 回】 
学校 
・学校を取り巻く状況の変化 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 12 回】 
教育と社会(1) 
・教育と社会に関する情報収集① −調査分析に基づ
いた文献の収集を中心に− 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 13 回】 

教育と社会(2) 
・教育と社会に関する情報収集② −統計資料の収集
を中心に− 
 

〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 14 回】 
教育と社会(3) 
・教育と社会に関する情報の整理と分析 
 

〇復習を行う。（120 分）また次回の発表準
備を行う。（360 分） 
また、最終発表に関する調査・データ整理を
行う。（360 分） 

【第 15 回】 
教育と社会(4) 
・研究成果の報告 
 

〇復習を行う。（120 分） 
★最終レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30526 2.科目名 臨床教育学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学科 9.履修学年 １-２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業では，児童期の発達の基礎理論を学びます。そのうえで，多様な子どもたちの理解
と支援についての基本的な態度と考え方について学びます。 
現在，特別な支援は，すべての教育の場で取り組まれています。児童生徒の学びの場も，多
様な選択ができるようになっています。学校教育は，子どものニーズに応じて柔軟な対応を
求められています。子どものニーズの把握，個別の指導計画の作成，学校内外の専門家との
連携などについても実践的な学習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の (1)専門的知識 ・ 技能，(2)問題発見
力，（3）調査分析能力，(5)問題解決策への提案力，（6）コミュニケーション能力，(7)倫理
観，の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 
鳥居深雪（2020）改訂 脳からわかる発達障害 多様な脳・多様な発達・多様な学び，中央
法規出版 
他に関連する資料は授業の中で紹介します。 

20.参考文献 関連する参考文献は授業の中で紹介します。 

21.成績評価 
① 授業内での討論 40% 
② 小レポート 30% 
③ 最終試験 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
授業の概要の説明 

特にありません 
第 2 回についてのアサインメントを第 1 回
授業の中で指定します 

第２回 発達理論の基礎：児童期〜⻘年・成人期 授業の中で指定します 
第３回 発達理論の基礎：発達支援の基本 授業の中で指定します 
第４回 多様な発達：LD のある子どもの心理・生理・病理 授業の中で指定します 
第５回 多様な発達：LD のある子どもへの支援 授業の中で指定します 

第６回 
多様な発達：ADHD のある子どもの心理・生理・病
理 

授業の中で指定します 

第７回 多様な発達：ADHD のある子どもへの支援 授業の中で指定します 
第８回 多様な発達：ASD のある子どもの生理・病理 授業の中で指定します 
第９回 多様な発達：ASD のある子どもの心理 授業の中で指定します 
第 10 回 多様な発達：ASD のある子どもへの支援 授業の中で指定します 
第 11 回 発達の多様性：発達障害の重複 授業の中で指定します 
第 12 回 実態把握 包括的アセスメント：分析的にとらえる 授業の中で指定します 
第 13 回 包括的アセスメントの実際１ 授業の中で指定します 
第 14 回 包括的アセスメントの実際２ 授業の中で指定します 
第 15 回 包括的アセスメントに基づいた発達支援  



まとめ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30541 2.科目名 発達障害教育特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 花熊曉 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 １学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業では、発達障害の子どもたちの言語・コミュニケーション支援（「聞く・話す」の
領域の支援）について学びます。発達障害の子どもたちにとって、他者とコミュニケーショ
ンする力を身につけていくことは、重要な発達課題の１つです。定型発達児と同様に、発達
障害の子どもたちも、他者と楽しくコミュニケーションしたい、他者から仲間として認めら
れたいという気持ちを持っているのですが、コミュニケーションのしかたが分かっていなか
ったり、他者の気持ちや考えの読み取りがうまくできなかったりするために、コミュニケー
ションがうまくできず、学校生活や日常生活で様々な困難やトラブルを抱えてしまいます。 
 本授業では、言語・コミュニケーションの発達とその困難を理解するために必要な音声言
語学等の基礎知識と、LD、ADHD、ASD 等の「発達障害」に見られる「聞く・話す」の困
難の具体像を理解し、その理解に基づいて、学校場面や日常生活場面における「聞く・話
す」の問題の把握と分析の方法、支援の観点と方法、支援の実際について、事例等を挙げな
がら具体的に学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ）の (1) 専門的知識・技能、(2) 問題発見力、(5) 
問題解決策への提案力、(7) 倫理観、の学修に関連しています。 
① 言語・コミュニケーションの発達とその困難の理解に必要な基本用語を説明できる。 
② 「聞く・話す」のアセスメント方法を具体的に挙げることができる。 
③ 発達障害の子どもたちに見られる「聞く・話す」領域の困難の具体像を説明できる。 
④ つまずきの原因と支援の方法・内容を関連づけて述べることができる。 
 

19.教科書・教材 特定の教科書は用いません。独自に作成した資料を授業の度ごとに配布します。 
20.参考文献 特別支援教育の理論と実践 第２巻 「指導」  金剛出版 2018 年 

21.成績評価 
① 授業内での討論 30% 
② 小レポート 30% 
③ 最終試験  40% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 非常勤講師のため、オフィスアワーなし。質問等は、授業中及びメールで受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 言語学・言語病理学の基礎知識  
【第２回】 子どものことばの発達の道筋  
【第３回】 生育歴のみかた（その１）  
【第４回】 生育歴のみかた（その２）  
【第５回】 「聞く・話す」のつまずきとアセスメント（その１）  
【第６回】 「聞く・話す」のつまずきとアセスメント（その２）  
【第７回】 言語・コミュニケーション支援の観点と方法  
【第８回】 ＡＳＤ児に見られる特性と困難（その１）  
【第９回】 ＡＳＤ児に見られる特性と困難（その２）  



【第 10 回】 ＡＳＤ児に見られる特性と困難（その３）  
【第 11 回】 事例による検討（１）−１  
【第 12 回】 事例による検討（１）−２  
【第 13 回】 事例による検討（２）−１  
【第 14 回】 事例による検討（２）−２  
【第 15 回】 授業のまとめと最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30542 2.科目名 発達障害教育特別演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

展開科目 
特別支援教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院人間学行動科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 【目的】具体的なテーマに沿った実践研究を行うことにより、発達障害に関する分野での
実践・研究に必要となる現場体験及び文献講読による実践分析力と研究方法のと習得をめざ
す。 
 【概要】発達障害児における現場での課題と心理・教育学的に検討するための具体的方法
論を知り、また最新の研究動向を知る中で、現在の発達障害教育の教育課題に対するエビデ
ンスの収集と問題のたて方と研究方法を学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．学習目標 
① 発達障害教育学の基本概念と研究方法論を知る。 
② 研究課題に沿った、エビデンスと実践での情報収集及び分析を行う。 
③ 修士論文完成に向けた研究課題のまとめを行うことができる。 
２．DP/ベンチマーク 
① 専門分野における専門知識および研究法を理解し、まとめることができる。 
② 専門分野における主要な分析方法を理解し、まとめることができる。 
③ 修士論文完成に向け、研究課題を企画し遂行することができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

実践での分析結果の発表：20％ 
中間レポート：30％ 
最終レポート ：50％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・オリエンテーション ・授業の進め方 
各自の修士論文テーマに沿った発達障害に関する先行
研究のまとめとエビデンスの確保のための分析につい
て理解する。 
 

★各自の修士論文テーマに沿った発達障害に
関する先行研究のまとめとエビデンスの確保
のために課題分析を行う。 
 

第 2 回 
・実践体験と分析(1) ・発達障害に関する問題の課題
分析 

★各自の修士論文テーマに沿った発達障害に
関する先行研究のまとめとエビデンスの確保
のために課題分析を行う。 
次回までに、分析の結果をまとめる。①  
 



第 3 回 
・実践体験と分析(2) ・発達障害に関する問題の課題
分析 

★各自の修士論文テーマに沿った発達障害に
関する先行研究のまとめとエビデンスの確保
のために課題分析を行う。 
 次回までに、分析の結果をまとめる。② 
 

第 4 回 
・実践体験と分析(3) ・特別支援教育現場での実践と
調査結果分析 

★各自の修士論文テーマに沿った発達障害に
関する先行研究のまとめとエビデンスの確保
のために課題分析を行う。 
 次回までに、分析の結果をまとめる。③ 
 

第 5 回 
・実践体験と分析(4) ・特別支援教育現場での実践と
調査結果分析 

★各自の修士論文テーマに沿った発達障害に
関する先行研究のまとめとエビデンスの確保
のために課題分析を行う。 
 次回までに、分析の結果をまとめる。④  
 

第 6 回 
・実践体験と分析(5) ・発達障害に関する問題の課題
分析 

★修士論文の完成に向けて、最新の研究との
比較検討を行い、エビデンスを確保し、まと
めていく。① 

第 7 回 
・実践体験と分析(6) ・発達障害に関する問題の課題
分析 

★修士論文の完成に向けて、最新の研究との
比較検討を行い、エビデンスを確保し、まと
めていく。② 
  中間報告のための準備を行う。 
 

第 8 回 ・実践体験と分析(7) ・中間報告 ★中間報告での検討を基に最終の軌道修正を
していく。 

第 9 回 
・実践体験と分析(8) ・特別支援教育現場での実践と
調査結果分析 

★修士論文の完成に向けて、最新の研究との
比較検討を行い、エビデンスを確保し、まと
めていく。③ 

第 10 回 
・実践体験と分析(9) ・特別支援教育現場での実践と
調査結果分析 

★修士論文の完成に向けて、最新の研究との
比較検討を行い、エビデンスを確保し、まと
めていく。④ 

第 11 回 ・実践体験と分析(10) ・発達障害に関する問題の課
題分析 

★修士論文の完成に向けて、最新の研究との
比較検討を行い、エビデンスを確保し、まと
めていく。⑤ 

第 12 回 ・実践体験と分析(11) ・発達障害に関する問題の課
題分析 

★修士論文の完成に向けて、最新の研究との
比較検討を行い、エビデンスを確保し、まと
めていく。⑥ 

第 13 回 ・個人の発表と討議(12) ・分析結果のまとめ ★学会発表等に向けての準備を行う。 
第 14 回 ・個人の発表と討議(13)  ・分析結果のまとめ ★学会発表等に向けての準備を行う。 
第 15 回 ・個人の発表と討議(14) ・最終報告  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30543 2.科目名 特別支援教育実践研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
特別支援教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院人間行動学研究科 9.履修学年 1.2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】具体的なテーマに沿った実践研究を行うことにより、特別支援教育学の分野での実
践・研究に必要となる現場での実践分析力と研究方法の習得をめざす。 
【概要】特別支援教育における現場での課題と心理・教育学的に検討するための具体的方法
論を知り、また最新の研究動向を知る中で、現在の特別支援教育の教育課題に対するエビデ
ンスの収集と問題のたて方と研究方法を学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．学習目標 
① 特別支援教育学の基本概念と研究方法論を知る。 
② 研究課題に沿った、エビデンスと実践での情報収集及び分析を行う。 
③ 修士論文に向けた研究課題設定を行うことができる。 
２．DP/ベンチマーク 
① 専門分野における専門知識および研究法を理解することができる。 
② 専門分野における主要な分析方法を理解することができる。 
③ 研究課題を企画し遂行することができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

実践での分析結果の発表：20％ 
中間レポート：30％ 
最終レポート ：50％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 ・オリエンテーション ・授業の進め方 
★自身の研究テーマに沿った実践現場の確保
と研究目的の整理 

第 2 回 ・実践体験と分析(1) ・特別支援教育現場での実践報
告と検討① 

★自身の研究テーマに沿った実践現場の確保
と研究目的の整理 

第 3 回 ・実践体験と分析(2) ・特別支援教育現場での実践報
告と検討② 

★自身の研究テーマに沿った実践現場の確保
と研究目的の整理 

第 4 回 
・実践体験と分析(3) ・特別支援教育現場での実践報
告と検討③ 

★自身の研究テーマに沿った実践現場の確保
と研究目的の整理 

第 5 回 
・実践体験と分析(4) ・特別支援教育現場での実践報
告と検討④ 

★自身の研究テーマに沿った実践現場の確保
と研究目的の整理 

第 6 回 ・実践体験と分析(5) ・特別支援教育現場での実践報 ★自身の研究テーマに沿った実践現場での調



告と検討⑤ 査実践開始① 

第 7 回 ・実践体験と分析(6) ・特別支援教育現場での実践報
告と検討⑥ 

★自身の研究テーマに沿った実践現場での調
査実践開始②と中間報告に向けたまとめ 

第 8 回 
・実践体験と分析(7) ・特別支援教育現場での実践  
中間報告 

★自身の研究テーマに沿った実践現場での調
査実践開始③ 

第 9 回 
・実践体験と分析(8) ・特別支援教育現場での実践報
告と検討⑦ 

★自身の研究テーマに沿った実践現場での調
査結果分析① 

第 10 回 
・実践体験と分析(9) ・特別支援教育現場での実践報
告と検討⑧ 

★自身の研究テーマに沿った実践現場での調
査結果分析② 

第 11 回 ・実践体験と分析(10) ・特別支援教育現場での実践
報告と検討⑨ 

★自身の研究テーマに沿った実践現場での調
査結果分析③ 

第 12 回 
・実践体験と分析(11) ・特別支援教育現場での実践
報告と検討⑩ 

★自身の研究テーマに沿った実践現場での調
査結果分析④ 

第 13 回 ・個人の発表と討議(12) ・分析結果のまとめ 
第 14 回 ・個人の発表と討議(13) ・分析結果のまとめ 
第 15 回 ・個人の発表と討議(14) ・最終報告  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30551 2.科目名 教育社会学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1・2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教育学の領域のうち、教育社会学の分野について、下記の内容を扱います。とくに、家庭の
教育環境が教育機会や地位達成とどのような関連を持っているかを検討します。 
①社会階層と教育の機会に関する最新の研究について、文献を輪読し、検討を加える。 
②ペアレントクラシーに関する基本的な文献を輪読する。 
③ペアレントクラシーの概念を使って、現代日本の教育問題を分析するための仮説をたて、
検証方法を決める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①社会階層と教育の機会に関する最新の研究を理解し、批判的に読むことができる。 
②ペアレントクラシーの概念を理解し、この概念を使って現代日本の教育問題を分析するた
めの仮説を立て、検証方法を決定することができる。 
 

19.教科書・教材 

耳塚寛明編『教育格差の社会学』有斐閣 2014 年 
志水宏吉『学力を育てる』岩波新書 2005 年 
その他、輪読文献を適宜示します。 
 

20.参考文献 参考文献、参考図書は適宜授業中に紹介します。 

21.成績評価 
最終レポート 50％ 
担当時の発表 50％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 オリエンテーション：授業の進め方、評価方法等のガ
イダンスを行う 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第２回】 
Ⅰ社会階層と教育達成の関係を扱った文献を輪読す
る；幼児期の家庭環境とその後の学業達成、教育達成
との関係はどうなっているか 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第３回】 
Ⅰ社会階層と教育達成の関係を扱った文献を輪読す
る；幼児教育の市場化はどのように進んでいるか 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第４回】 
Ⅰ社会階層と教育達成の関係を扱った文献を輪読す
る；家庭の社会階層的な地位の違いが、子育ての違い
にどのように現れているか 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第５回】 
Ⅰ社会階層と教育達成の関係を扱った文献を輪読す
る；公共的な保育サービスの提供は、家庭環境の差の
影響を縮小することができるか 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第６回】 Ⅰ社会階層と教育達成の関係を扱った文献を輪読す
る；社会関係資本（親のネットワークなど）は子ども

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 



の教育の選択にどのような影響があるか 

【第７回】 Ⅱペアレントクラシーに関する文献を輪読する；ペア
レントクラシーとはどのような概念 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第８回】 
Ⅱペアレントクラシーに関する文献を輪読する；現在
の日本社会はペアレントクラシーの傾向が強まってい
るといえるか 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第９回】 
Ⅱペアレントクラシーに関する文献を輪読する；現在
の日本社会において、ペアレントクラシーを示唆する
統計データはあるか 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 
 

【第１０
回】 

Ⅱペアレントクラシーに関する文献を輪読する；現在
の日本社会において、ペアレントクラシーを示唆する
統計データはあるか 

〇仮説設定をしてみる（240 分） 

【第１１
回】 

Ⅱ日本社会はペアレントクラシーの社会か；仮説を設
定する 

〇仮説設定をしてみる（240 分） 

【第１２
回】 

Ⅱ日本社会はペアレントクラシーの社会か；仮説を発
表し、他の受講生の意見を聞きながら自分の仮説を修
正する 

〇仮説を検証するデータをさがす（240 分） 

【第１３
回】 

Ⅱ日本社会はペアレントクラシーの社会か；仮説を検
証するデータを探す 

〇仮説を検証するデータをさがす（240 分） 

【第１４
回】 

Ⅱ日本社会はペアレントクラシーの社会か；仮説を検
証するデータを発表する 

〇発表準備(240 分） 

【第１５
回】 

子どもの家庭環境と教育達成との関係に関する検討を
まとめる 

〇レポート作成に向けてまとめを行う（240
分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30561 2.科目名 学校園経営特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫、中尾繁樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1・2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

〇学習指導要領に対する理解を深め、キャリア教育の視点に基づく学級（ホームルーム）経
営・学校経営ついて多面的に考察することを通して、現場における実践力の向上を図る。 
〇議論と対話、思索を通して、柔軟な思考力と多角的な視座を形成するとともに、リーダー
シップの重要な要素であるコミュニケーション能力の向上を図る。 
〇学校総体としての教育力向上を実現するための学校改革と、学級経営・学校経営に係る諸
課題とその克服のための方策について考究する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇キャリア教育の視点に立った学級(ホームルーム）経営のあり方を自ら考察・設計するこ
とを通して、個々の児童生徒の実態に即した適切な指導を実践することができるようになる
こと。 
〇キャリア教育の視点に立った学校経営のあり方を自ら考察・設計し、的確な現状把握に基
づいて、組織的教育力の向上を図るためのリーダーシップを身に付けることができるように
なること。 
〇コミュニケーションについて理解を深め、コミュニケ−ションが成立するための多様な場
をデザインすることができるようになること。 
〇キャリア教育の視点に立ち、的確な現 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
授業内の対話・交流・議論・発表等への参加姿勢 30％ 
課題の発見と解決に向けた幅広い行動力 30％ 
課題に対する読解力・思考力・判断力・表現力等の言語能力 40％ 

22.コメント 

◎秋学期集中講義です。開講日・時間帯については次のとおりです。 
第１日  
第２日  
第３日  
講座名は「学校経営学特論」ですが、旧カリキュラムの「学級経営・学校経営特論」と同時
開講します。学級経営と学校経営は、必ずしも同一に語れるものではありません。よって授
業では、両者いずれにも必要である学習指導要領の理解を深め、これからの初等中等教育の
あり方について考察します。読解に取り組みます。その際特に、キャリア教育と危機管理の
概念、それらに基づいて学級及び学校としての取り組みを進める際に求められるリーダーシ
ップ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
（第 1 日−
1） 

オリエンテーション 

毎回の課題に対して、事前に考察し、文字化
しておく。 
毎回の授業の感想と考察を提出する。内容に
ついては授業中に指示する。 



中尾担当 
 

第 2 回 
（第 1 日−
2） 

コミュニケーション能力とは何か 中尾担当 

第 3 回 
（第 1 日−
3） 

コミュニケーションの成立について考える 
 

中尾担当 

第 4 回 
（第 1 日−
4） 

コミュニケーションをデザインする 中尾担当 

第 5 回 
（第 1 日−
5） 

キャリア教育とは何か 
（キャリア・パスポートの意義） 中尾担当 

第 6 回 
（第 2 日−
1） 

学級（ホームルーム）経営と学校経営 
（初等中教育改革の今後の動向） 
 

百瀬担当 

第 7 回 
（第 2 日−
2） 

教育の質保証 
（求められる教師像） 

百瀬担当 

第 8 回 
（第 2 日−
3） 

教育の質保証 
（信頼される学校組織のあり方） 

百瀬担当 

第 9 回 
（第 2 日−
4） 

教育課程の編成 
（児童生徒の学習評価と授業評価） 

百瀬担当 

第 10 回 
（第 2 日−
5） 

教育課程の編成 
（カリキュラム・マネジメント、主体的・対話的で深
い学び、探究） 

百瀬担当 

第 11 回 
（第 3 日−
1） 

教育課程の編成 
（教科教育と自立活動） 中尾担当 

第 12 回 
（第 3 日−
2） 

進行管理と危機管理 
（ウィズコロナ・ポストコロナの学校教育） 中尾担当 

第 13 回 
（第 3 日−
3） 

リーダーシップとは何か 中尾担当 

第 14 回 
（第 3 日−
4） 

学級（ホームルーム）経営・学校経営のあり方 
（年間指導計画の策定と評価・改善） 

中尾担当 

第 15 回 
（第 3 日−
5） 

教育に関する課題と展望 
（ふりかえりとまとめ） 

中尾担当 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30562 2.科目名 学級経営・学校経営学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫、中尾繁樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1・2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

〇学習指導要領に対する理解を深め、キャリア教育の視点に基づく学級（ホームルーム）経
営・学校経営ついて多面的に考察することを通して、現場における実践力の向上を図る。 
〇議論と対話、思索を通して、柔軟な思考力と多角的な視座を形成するとともに、リーダー
シップの重要な要素であるコミュニケーション能力の向上を図る。 
〇学校総体としての教育力向上を実現するための学校改革と、学級経営・学校経営に係る諸
課題とその克服のための方策について考究する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇キャリア教育の視点に立った学級(ホームルーム）経営のあり方を自ら考察・設計するこ
とを通して、個々の児童生徒の実態に即した適切な指導を実践することができるようになる
こと。 
〇キャリア教育の視点に立った学校経営のあり方を自ら考察・設計し、的確な現状把握に基
づいて、組織的教育力の向上を図るためのリーダーシップを身に付けることができるように
なること。 
〇コミュニケーションについて理解を深め、コミュニケ−ションが成立するための多様な場
をデザインすることができるようになること。 
〇キャリア教育の視点に立ち、的確な現 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
授業内の対話・交流・議論・発表等への参加姿勢 30％ 
課題の発見と解決に向けた幅広い行動力 30％ 
課題に対する読解力・思考力・判断力・表現力等の言語能力 40％ 

22.コメント 

◎秋学期集中講義です。開講日・時間帯については次のとおりです。 
第１日  
第２日  
第３日  
講座名は「学校経営学特論」ですが、旧カリキュラムの「学級経営・学校経営特論」と同時
開講します。学級経営と学校経営は、必ずしも同一に語れるものではありません。よって授
業では、両者いずれにも必要である学習指導要領の理解を深め、これからの初等中等教育の
あり方について考察します。読解に取り組みます。その際特に、キャリア教育と危機管理の
概念、それらに基づいて学級及び学校としての取り組みを進める際に求められるリーダーシ
ップ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
（第 1 日−
1） 

オリエンテーション 

毎回の課題に対して、事前に考察し、文字化
しておく。 
毎回の授業の感想と考察を提出する。内容に
ついては授業中に指示する。 



中尾担当 
 

第 2 回 
（第 1 日−
2） 

コミュニケーション能力とは何か 中尾担当 

第 3 回 
（第 1 日−
3） 

コミュニケーションの成立について考える 
 

中尾担当 

第 4 回 
（第 1 日−
4） 

コミュニケーションをデザインする 中尾担当 

第 5 回 
（第 1 日−
5） 

キャリア教育とは何か 
（キャリア・パスポートの意義） 中尾担当 

第 6 回 
（第 2 日−
1） 

学級（ホームルーム）経営と学校経営 
（初等中教育改革の今後の動向） 
 

百瀬担当 

第 7 回 
（第 2 日−
2） 

教育の質保証 
（求められる教師像） 

百瀬担当 

第 8 回 
（第 2 日−
3） 

教育の質保証 
（信頼される学校組織のあり方） 

百瀬担当 

第 9 回 
（第 2 日−
4） 

教育課程の編成 
（児童生徒の学習評価と授業評価） 

百瀬担当 

第 10 回 
（第 2 日−
5） 

教育課程の編成 
（カリキュラム・マネジメント、主体的・対話的で深
い学び、探究） 

百瀬担当 

第 11 回 
（第 3 日−
1） 

教育課程の編成 
（教科教育と自立活動） 中尾担当 

第 12 回 
（第 3 日−
2） 

進行管理と危機管理 
（ウィズコロナ・ポストコロナの学校教育） 中尾担当 

第 13 回 
（第 3 日−
3） 

リーダーシップとは何か 中尾担当 

第 14 回 
（第 3 日−
4） 

学級（ホームルーム）経営・学校経営のあり方 
（年間指導計画の策定と評価・改善） 

中尾担当 

第 15 回 
（第 3 日−
5） 

教育に関する課題と展望 
（ふりかえりとまとめ） 

中尾担当 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41004 2.科目名 看護マネジメント論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、⻘木菜穂子、ウイリアムソン彰子、林千冬、花岡澄代、山田明美 

5.授業科目の区分 【共通科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 オムニバス 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】医療における看護組織が果たす役割を明らかにし、看護部門におけるマネジ
メントについて理解する。【概要】組織とは何かを知り、病院組織の中の看護部の位置づけ
を理解する。また看護の質向上のために、現在の課題を見出し、、問題解決のためのマネジ
メントのあり方を学ぶ。経済効果・人的資源管理・医療情報管理・ミドルマネージメントを
理解し、看護マネジメントのあり方と高度実践看護師と看護管理者との連携、多職種間連携
のあり方を検討する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学 看護学研究科 DP①~④に該当する 
1.看護組織が果たす役割を説明できる。 
2.看護管理者と高度実践看護師・他職種間の連携に必要な看護マネージメントを説明でき
る。 
3.自部署における自らの役割を省察できる。 
4.医療情報管理を理解できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業内容に応じて文献の紹介、参考資料配布を行う。 
21.成績評価 レポートによる評価、事前事後課題も含む 
22.コメント 2022 年度は、原則 zoom での遠隔授業による実施  日程は後日提示 
23.オフィスアワー 木曜日 遠藤研究室あるいはメールで受け付けています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
サービスの基本的特性と看護のあり方（ウイリアムソ
ン彰子）  

第２回 看護マネジメントの経済効果（ウイリアムソン彰子）  

第３回 
看護管理者と高度実践看護師の連携・他職種間連携の
実際（ウイリアムソン彰子） 

 

第４回 
トップマネジメントとミドルマネジメントの役割（山
田明美）  

第５回 自部署における自身の役割を考察する（山田明美）  
第６回 組織とマネジメントの概念（林千冬）  
第７回 医療における問題と看護組織が果たす役割（林千冬）  
第８回 マネジメントのタイプと看護管理の実際（林千冬）  

第９回 
人的資源管理におけるモチベーションとインセンティ
ブ（⻘木菜穂子） 

 

第１０回 
看護職間連携におけるマネージャーの役割（⻘木菜穂
子） 

 

第１１回 
高度度実践看護師と管理者の連携におけるマネージャ
ーの役割（⻘木菜穂子）  

第１２回 多職種連携におけるマネージャーの役割（⻘木菜穂
子） 

 



第１３回 円滑な組織運営に必要な医療情報管理（花岡澄代）  

第１４回 看護場面における医療情報管理と情報収集及び提供の
あり方（花岡澄代） 

 

第１５回 医療の評価に関する現状（遠藤俊子）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41006 2.科目名 看護教育論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蛭子真澄、笹谷孝子、中野康子 

5.授業科目の区分 共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・プレゼンテーション 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
教育的機能が求められる高度専門職業人として、看護教育を基礎教育、継続教育、看護の対
象者への患者教育まで広く根拠を以て対応できる能力を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1）看護教育学に関連する諸理論・概念を考究する。 
2）看護教育の歴史的変遷を理解する。 
3）看護ケアの質を高める教育的な働きかけ、教育環境づくりに関する知識と技術を探究す
る。 
4）個々の看護職が継続して学習することによる能力の維持・開発に努める際の組織支援の
在り方について追及する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 発表や討議の内容およびレポート提出を総合して評価する 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１〜２ 

担当：中野 
看護教育学の特徴と課題を見極め、看護学基礎教育の
理念と変遷を学修する。  
・教育学の基礎理論の理解  
・看護の役割の変化と看護教育制度の歴史的変遷、我
が国の看護教育の課題 

 

３〜９ 

担当：蛭子 
看護学基礎教育の考え方、カリキュラム運営、学生指
導の在り方、および看護ケアの質を高めるために必要
な看護職への教育的働きかけ、教育環境づくり等、看
護の基礎教育、継続教育について学修する。 
・看護教育学の基礎的知識の理解  
・看護教育学の基礎理論  
・看護学基礎教育 
・継続教育のカリキュラム構築、教育理念・目的・目
標・方法・評価 

 

10〜15 

担当：笹谷 
・患者および家族の保健活動および療養生活を支える
患者教育の方法論  を学修する。  
・各自選んだテーマで対象の特性を反映した教育計画
の立案 
・教育計画立案の発表  
・学習課題の評価  

 



・看護ケアの質の保証 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41010 2.科目名 フィジカルアセスメントⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 
高見沢恵美子、大江理英、大⻄純子、高田弥寿子、中山智代美、村上香織、森田幸子、山田
聡子 

5.授業科目の区分 共通科目 6.必修・ 
選択の区分 

 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科博士前期課程専門看護師コース 9.履修学年 大学院 1 年 

10.取得資格の要件 
急性重症患者看護専門看護
師 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学研究科博士前期課程専門看護師コース 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にあり集中治療を必要とする患者の状態を把握するために必要なアセスメント能力を
養う。 
【概要】 
系統的観察や生理学的変化、機能学的変化、生活行動をアセスメントするための知識と技術
を習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(6)コミュニ
ケーション能力と関連しています。 
【学修目標】 
1）クリティカルケア及び救急看護を必要とする状況での体位、姿勢、および情動を含めた
生理学的変化と機序を理解する。 
2）クリティカルケア及び救急看護を必要とする状況での生活行動ならびに機能回復状況を
把握するためのフィジカルアセスメントと観察枠組みを理解する 
 

19.教科書・教材 講義の中で適宜紹介する。 
20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
ディスカッションへの参加度６０% 
プレゼンテーション４０% 

22.コメント 
各授業内容について担当院生を決めます。担当者が文献を検索し資料を作成し、事前に教員
に提出しアドバイスをもらい資料を修正したうえで、授業でプレゼンテーション・質疑応答
をしてください。 

23.オフィスアワー 高見沢恵美子：センター木曜日 12:10〜13:10 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 呼吸器系機能とフィジカルアセスメント（山田）  
第 2 回 呼吸器系機能とフィジカルアセスメント（山田）  
第 3 回 循環器系機能とフィジカルアセスメント（髙田）  
第 4 回 循環器系機能とフィジカルアセスメント（髙田）  
第 5 回 中枢神経系機能とフィジカルアセスメント（伊藤）  
第 6 回 中枢神経系機能とフィジカルアセスメント（伊藤）  
第 7 回 廃用症候群のフィジカルアセスメント（大江）  
第 8 回 せん妄のフィジカルアセスメント（大⻄）  
第 9 回 せん妄のフィジカルアセスメント（大⻄）  

第 10 回 
救急看護における primary survey と secondary 
survey（村上） 

 

第 11 回 トリアージとフィジカルアセスメント（村上）  



第 12 回 自殺企図とフィジカルアセスメント（村上）  
第 13 回 外傷のフィジカルアセスメント（中山）  
第 14 回 外傷のフィジカルアセスメント（中山）  
第 15 回 薬物中毒のフィジカルアセスメント( 中山 )  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41222 2.科目名 急性看護学援助特論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科クリティカルケア専門看護師コース 9.履修学年 １年 

10.取得資格の要件 
専門看護師認定試験受験資
格(急性・重症患者看護) 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 看護学研究科クリティカルケア専門看護師コース 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
救命救急看護における初療および集中治療を受ける患者と家族に必要な看護判断、無評価方
法および看護援助の在り方を探求する。 
【概要】 
救命救急治療を受ける患者及び集中治療を受ける患者・家族のアセスメントと看護援助を学
修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(5)課題解決
策への提案力・(6)コミュニケーション能力と関連しています。 
1.救命救急及び ICU,CCU,SCU などで集中治療を受ける状況にある患者・家族に必要な看護
判断、評価方法および看護援助について理解する。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
課題７０％ 
プレゼンテーション３０％ 

22.コメント 
各授業内容について担当院生を決めます。担当者が文献を検索し資料を作成し、事前に教員
に提出しアドバイスをもらい資料を修正したうえで、授業でプレゼンテーション・質疑応答
をしてください。 

23.オフィスアワー センター：木曜日１２：１０〜１３：１０ 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
1） 救命救急治療管理を受ける患者・家族の特
徴と初期対応・災害看護とﾄﾘｱｰｼﾞ（1） 
(高見沢) 

 

第２回 
救命救急治療管理を受ける患者・家族の特徴と初期対
応・災害看護とトリアージ（2）(高見沢)       
 

 

第３回 
救命救急治療を受けるせん妄患者・家族のアセスメン
トと看護援助(高見沢) 

 

第４回 
救命救急治療を受ける外傷患者・家族のアセスメント
と看護援助（1）(高見沢) 

 

第５回 
救命救急治療を受ける外傷患者・家族のアセスメント
と看護援助（2）(高見沢)  

第６回 救命救急治療を受ける急性腹症患者・家族のアセスメ
ントと看護援助（1）(高見沢) 

 

第７回 救命救急治療を受ける急性腹症患者・家族のアセスメ
ントと看護援助（2）(高見沢) 

 



第８回 
救命救急治療を受ける熱傷患者・家族のアセスメント
と看護援助(高見沢) 

 

第９回 
救命救急治療を受ける中毒患者・家族のアセスメント
と看護援助(高見沢)  

第１０回 集中治療を受ける SIRS・CARS 患者・家族のアセス
メントと看護援助(高見沢) 

 

第１１回 
集中治療を受ける Sepsis・DIC・MODS 患者・家族
のアセスメントと看護援助(高見沢) 

 

第１２回 
集中治療を受けるショック、CPA 患者・家族のアセ
スメントと看護援助(高見沢) 

 

第１３回 
集中治療を受けるショック、CPA 患者・家族のアセ
スメントと看護援助(2)(高見沢)  

第１４回 集中治療を受ける低体温療法患者・家族のアセスメン
トと看護援助(1)(高見沢) 

 

第１５回 集中治療を受ける低体温療法患者・家族のアセスメン
トと看護援助(2)(高見沢) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41225 2.科目名 急性看護学演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科急性看護学 専門看護師コース 9.履修学年 １年 

10.取得資格の要件 
専門看護師認定試験受験資
格(急性・重症患者看護) 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学研究科急性看護学 専門看護師コース 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
クリティカル状況にある患者・家族が遭遇するさまざまな制限や権利の侵害といった倫理的
問題状況に気づき解決する能力を養う。 
【概要】 
を明らかにし、患者・家族の尊厳を守り個人の選択と自由を支援する倫理的看護実践の在り
方をディスカッションを行い検討し、急性・重症患者看護における専門看護師の役割を考察
する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(5)課題解決
策への提案力・(6)コミュニケーション能力・(7)倫理観と関連しています。 
１.クリティカルケアを受け拘束状態にある患者・家族の倫理的問題について理解する。 
２.患者家族の自由な意思決定とその障害を理解し､患者･家族の権利を擁護する方法を検討す
る。 
３．クリティカルケアにおける倫理的問題を解決するための専門看護師の役割を考察する。 
 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
課題７０％ 
プレゼンテーション３０％ 

22.コメント 
各授業内容について担当院生を決めます。担当者が文献を検索し資料を作成し、事前に教員
に提出しアドバイスをもらい資料を修正したうえで、授業でプレゼンテーション・質疑応答
をしてください。 

23.オフィスアワー センター：木曜日１２：１０〜１３：１０ 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 拘束状態にある患者・家族のアセスメントと援助
（１）(高見沢) 

 

第２回 
拘束状態にある患者・家族のアセスメントと援助
（２）(高見沢) 

 

第３回 
クリティカル状況にある患者・家族の倫理的問題と援
助（１）脳死・臓器移植（高見沢） 

 

第４回 
クリティカル状況にある患者・家族の倫理的問題と援
助（２）治療の意思決定・身体拘束（高見沢）  

第５回−１
１回 

クリティカル状況にある患者・家族の看護問題の分析
についてのディスカッション（高見沢） 
 

 

第 12 回−17 クリティカル状況にある患者・家族の援助計画につい  



回 てのディスカッション（高見沢） 
 

第 18 回−22
回 

クリティカル状況にある患者・家族の援助の評価につ
いてのディスカッション（高見沢）  

第 23 回−24
回 

クリティカル状況にある患者・家族の倫理的問題に関
する援助の評価についてのディスカッション（高見
沢） 

 

第 25 回 
クリティカル状況にある患者・家族の心理状態と援助
（１）(高見沢、平岡)  

第 26 回 クリティカル状況にある患者・家族の心理状態と援助
（２）(高見沢、平岡) 

 

第 27 回 
クリティカル状況にある患者・家族に生じた倫理的問
題と援助（１）(高見沢、平岡) 

 

第 28 回 
クリティカル状況にある患者・家族に生じた倫理的問
題と援助（２）(高見沢、平岡) 

 

第 29 回 
クリティカルケアにおける倫理的問題に対する専門看
護師の役割(1)(高見沢)  

第 30 回 クリティカルケアにおける倫理的問題に対する専門看
護師の役割(2)(高見沢) 

 

   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41227 2.科目名 急性看護学実習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科急性看護学 専門看護師コース 9.履修学年 １年 

10.取得資格の要件 
専門看護師認定試験受験資
格(急性・重症患者看護) 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 看護学研究科急性看護学 専門看護師コース 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
救命救急センターまたは救命救急部において、初療または集中治療を受ける患者・家族のケ
アについて臨地実習を通して倫理的問題を解決するために必要な実践、調整、コンサルテー
ション、倫理調整、教育などの能力を養う。 
【概要】 
救命救急センターまたは救命救急部において患者を受け持ち、アセスメントし看護計画を立
案・実践し評価する。実習終了後ケーススタディーを行い、より良い看護のあり方を検討す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(5)課題解決
策への提案力・(6)コミュニケーション能力・(7)倫理観と関連しています。 
1．クリティカル期の患者の身体状態について高度な知識に基づいた看護判断・診断ができ
る。 
2．クリティカル期の患者及び家族の倫理的問題を理解し、高度な看護判断・診断に基づく
看護実践を提供することができる。 
3．看護識者を含むケアの提供者に対して、倫理的問題の解決のために専門看護師相当のも
のが行っているコンサルテーション、調整、倫理調整、教育、 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 課題７０％ 
プレゼンテーション３０％ 

22.コメント 
院生が希望する実習施設を決め、実習 3 か月前に実習施設と実習対象患者について教員に相
談し、アドバイスを受けた上で実習施設を決定します。実習施設には、教員と共に実習依頼
に行きます。 

23.オフィスアワー センター：木曜日１２：１０〜１３：１０ 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1．実習期間：2018 年 12 月〜2019 年 1 月 
2．実習施設：神⼾市立医療センター中央市⺠病院・
兵庫医科大学病院・ 
国立循環器病研究センター・東宝塚さとう病院 
           ICU・救急 ICU・CCU・HCU 
           クリティカル期 
3．実習体制：実習指導は、教員（高見沢）と専門看
護師または専門看護師相当の者と協力して教育を行
う。 
4．実習方法： 

 



 1）目標を達成するために、初療または ICU 病棟で
クリティカルケアを受けている患者を受け持ち看護を
実践する。 
 2）必要時、実習中に患者 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

42200 2.科目名 特別研究（修士論文） 3.単位数 8 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 特別研究（修士論文） 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 
看護学研究科 
博士前期課程 修士論文コース 9.履修学年 1.2 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学研究科 療養支援分野であること 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自己の研究課題を明確にし、精神看護学に関する研究テーマを探求し研究する。 
【概要】 
研究計画書立案・研究実施・論文作成・プレゼンテーションなど、高度専門書職業人として
必要な基礎的な研究の知識・技法を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(3)調査分析
能力・(4)論文作成能力・(5)課題解決策への提案力・(6)コミュニケーション能力・(7)倫理
観と関連しています。 
1.研究の意義と研究目的を記述できる。 
2.研究課題に関する文献検討を記述できる。 
3.研究目的に適合する対象・調査内容・調査方法・分析方法を吟味し記述できる。 
4.研究遂行に必要な倫理的配慮を計画できる。 
5.看護学研究科委員会で承認された研究計画に従い、調査を実施できる。 
6.調査から得られたデー 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 必要時適宜紹介する。 

21.成績評価 
提出された修士論文および論文審査会での発表・質疑応答により審査を行う。評価は、研究
科委員会によって選出された審査委員（主査・副査）が協議し決定する。 
研究計画の立案・内容、修士論文の完成度を総合して評価する。 

22.コメント 臨床で解決が難しかった自分自身が興味を持っている内容を課題として取り上げ、研究を行
います。 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：木曜日 12:10〜13:10 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 年春/夏 

＜研究課題の明確化＞ 
急性看護学特論、急性看護学演習の内容を参考にし、
自らの研究疑問・関心を絞り込みながら研究課題を明
確にする。研究課題に関する質的・量的研究論文の検
索・クリティークを行い研究方法の理解を深める。研
究課題に沿った文献レビューを作成する。 
 

 

１年秋/冬 

＜研究課題・方法の具体化、研究計画書の作成・研究
倫理審査申請＞ 
研究課題を明確にし、研究デザイン、研究の概念枠組
み、研究方法を検討する。また、研究対象・実施施設
に応じて研究の倫理的配慮を具体化する。 
中間報告会を行い研究科教員全員参加のもとで研究計

 



画及び研究の進行状況について助言・研究計画書の審
査を受け、必要に応じ研究計画書の修正を行う。 
大学・研究実施施設の倫理的審査委員会に申請し、承
認を受ける。調査実施施設に、研究計画書および具体
的倫理的配所に基づき研究計画書を説明し、研究協力
の承諾を得る。 
 

2 年春/夏 

<研究の実施・データ分析＞ 
研究計画書に基づいて調査を実施する。プレ調査終了
後、調査状況及びデータ収集内容について検討し、調
査方法を検討する。 
研究対象者から得られたデータを研究計画書にそって
分析する。そして、研究結果をまとめていく。 
 

 

２年秋/冬 

<研究論文の作成・発表・審査＞ 
分析結果に基づき研究論文の結果を記述する。研究目
的および研究意義に関して考察を記述する。 
論文審査会でのプレゼンテーションを行い、審査を受
ける。 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

42202 2.科目名 特別研究（修士論文） 3.単位数 8 

4.授業担当教員 岡光京子 

5.授業科目の区分 特別研究（修士論文） 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 療養支援看護学 慢性看護学 9.履修学年 1、2 年 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
慢性看護学に関する概念や理論の発展への基礎となる能力を養うことである。 
【概要】 
自己の研究課題を明確にし、慢性看護学に関する研究テーマを探究する。研究計画書立案・
研究実施・論文作成･プレゼンテーションなど、高度専門職業人として必要な基礎的な研究
の知識・技法を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの 1.専門知識・技能、2.問題発見力、3.調査分析
能力、4. 論文作成能力、5.課題解決策への提案力、6.コミュニケーション能力、7.倫理観と
関連しています。 
1.研究課題を明確にし、文献レビューを作成することができる。 
2.研究計画書を作成し、研究倫理審査に申請し、承認を得ることができる。 
3.研究計画書の研究方法にそって研究を進めることがができる。 
4.研究論文の作成・発表・審査を受けることができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 必要時適宜紹介する。 

21.成績評価 
提出された修士論文および論文審査会での発表・質疑応答により審査を行う。 
評価は、研究科委員会によって選出された審査委員（主査・副査）が協議し決定する。 
研究計画の立案・内容、修士論文の完成度を総合して評価する。 （100％） 

22.コメント 
自己の研究課題を明確にして、研究の一連のプロセスにそって、研究を進めましょう。困っ
たときには、いつでも早めにご相談ください。 

23.オフィスアワー 岡光京子：センターオフィースアワー：⽕曜日 12:15〜13:15 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 年春・夏 

＜研究課題の明確化＞ 
慢性看護学特論、慢性看護学演習の内容を参考にし、
自らの研究疑問・関心を絞り込みながら研究課題を明
確にする。研究課題に関する質的・量的研究論文の検
索・クリティークを行い研究方法の理解を深める。研
究課題に沿った文献レビューを作成する。 
     
 

 

1 年秋・冬 

＜研究課題・方法の具体化、研究計画書の作成・研究
倫理審査申請＞ 
研究課題を明確にし、研究デザイン、研究の概念枠組
み、研究方法を検討する。また、研究対象・実施施設
に応じて研究の倫理的配慮を具体化する。中間報告会
を行い研究科教員全員参加のもとで研究計画及び研究
の進行状況について助言・研究計画書の審査を受け、

 



必要に応じ研究計画書の修正を行う。 
大学・研究実施施設の倫理審査委員会に申請し、承認
を受ける。調査実施施設に、研究計画書および倫理的
配慮に基づき研究計画書を説明し、研究協力の承諾を
得る。 
 

2 年春・夏 

<研究の実施・データ分析＞ 
研究計画書に基づいて調査を実施する。プレ調査終了
後、調査状況及びデータ収集内容について検討し、調
査方法を検討する。 
研究対象者から得られたデータを研究計画書にそって
分析する。そして、研究結果をまとめていく。 
     
 

 

2 年秋・冬 

<研究論文の作成・発表・審査＞ 
分析結果に基づき研究論文の結果を記述する。研究目
的および研究意義に関して考察を記述する。 
論文審査会でのプレゼンテーションを行い、審査を受
ける。 
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

42206 2.科目名 特別研究（修士論文） 3.単位数 8 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分 家族支援看護学 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ゼミ形式 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

助産学分野における研究の動向を理解し、自己のテーマに沿って研究計画書を作成し、研究
を実施できる。 
①研究テーマの精選 
 リサーチクエスチョンを練り、自分の研究目的を明らかにする。 
②研究目的を達成できる研究方法の選定 
 質的・量的研究方法の進め方を理解したうえで自分の研究方法を選定する。 
③研究の実施 
 適切な協力者を得て研究を実施できる。 
④結果のまとめ  
 図表を活用して科学的にまとめる。 
⑤修士論文の作成 
 科学的な論文帆記述できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①研究計画の作成ができる。 
②研究を実施できる。 
③研究成果を発表できる。 
④研究のプロセスにおいて倫理的配慮ができる。 

19.教科書・教材 適宜示す 
20.参考文献  

21.成績評価 
レポート・修士論文 70% 
 研究実施プロセス 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー ゼミの前後の時間 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
御別的に対応する 
時間などは学生の希望により決定する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71001 2.科目名 心理学研究方法応用論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美、鳥居深雪 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 看護学専攻 博士後期課程 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特に設けない。 

17.授業の目的と概要 

 人間の看護行動を理解するために、心理学で用いられている手法について理解することを
目的とする。質的研究法、量的研究法、さらに心理統計にもとづく実験計画法と因子分析、
重回帰分析、共分散構造分析などの多変量解析法について、データ処理法を習得する。   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の調査分析能力の学修に関連していま
す。 
  本科目の学習目標は次のとおりです。 
①質的研究法、量的研究法を説明できる。 
②心理統計法にもとづく実験計画法と因子分析、重回帰分析、共分散構造分析の多変量解析
法を説明できる。 
③ 統計ソフトを用いてデータを処理することができる。 

19.教科書・教材 
ＳＰＳＳとＡｍｏｓによる心理・調査データ解析「第 3 版」 小塩真司著 東京図書 
また、授業内容に応じて文献の紹介、参考資料配布を行う。 

20.参考文献 
授業中に適宜紹介する。 
資料を授業中に配布する。 

21.成績評価 課題レポート 60 点 
プレゼンテーション 40 点 

22.コメント ＳＰＳＳとＡｍｏｓを使用するので、遠隔授業の場合も利用できる環境で受けることが必要
です。 

23.オフィスアワー 
 
研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼
休み。希望者は事前にメールで連絡してほしい。(山本真由美) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
 

人間看護行動研究の心理学研究を用いたアプローチ  
  

第 2 回 
 

質的研究法① 
 

 

第 3 回 
 

質的研究法② 
 

 

第 4 回 
 

量的研究法① 
 

 

第 5 回 
 

量的研究法② 
  

第 6 回 
 

心理統計法にもとづく実験計画①  
 

 

第 7 回 
 

心理統計法にもとづく実験計画②  
 

 



第 8 回 
 

分散分析① 
 

 

第 9 回 
 

分散分析② 
  

第 10 回 
 

多変量解析法（因子分析①） 
 

 

第 11 回 
 

多変量解析法（因子分析②） 
 

 

第 12 回 
 

多変量解析法（重回帰分析①） 
 

 

第 13 回 
 

多変量解析法（重回帰分析②） 
  

第 14 回 
 

多変量解析法（共分散構造分析①） 
 

 

第 15 回 
 

多変量解析法（共分散構造分析②）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71010 2.科目名 看護学教育演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 博士後期課程 9.履修学年 博士後期課程１年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学研究科博士後期課程大学院生 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
関⻄国際大学保健医療学部看護学科における講義・演習・実習のインターンシップを通し
て、大学院生の関心ある領域における基礎看護学教育実践能力を養う。 
【概要】 
関心ある領域の専任教員の指導のもと、講義または演習の授業案及び受講資料を作成し授業
を実際に行う。授業終了後受講生のアンケート結果に基づいて自らの授業内容・方法を評価
し、講義・演習の教育のあり方を検討する。さらに、関心ある領域の看護学実習に専任教員
と共に参加し、実習における教育を理解し、実習教育のあり方を探求する。 
演習を通して、看護学教育研究者としての自らの抱負と課題を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・能力の修得・(2)問題発見力・(3)課
題解決への提案力・(5)コミュニケーション能力・(7)倫理観と関連しています。 
1.大学院生の関心ある領域において、講義または演習の授業計画を立案できる。 
2.関心ある領域において、資料を作成し授業を行うことができる。 
3.関心ある領域の実習教育のあり方を検討できる。 
4. 看護学教育研究者としての抱負と課題を説明できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

1)B.S.ブルーム他（梶田叡一他訳）：教育評価ハンドブック、第一法規 
2)J.S.ブルーナー（鈴木祥蔵他訳）：教育の過程、岩波書店 
3)藤岡完治・堀喜久子編集：看護教育の方法、医学書院 
4)杉森みど理・舟島なおみ：看護教育学、第 5 版、医学書院 
その他、授業内容に応じて文献の紹介、資料配布を行う。 

21.成績評価 
課題レポート 60% 
プレゼンテーション 40% 

22.コメント 
院生の担当授業を決めます。担当者が文献を検索し資料を作成し、事前に教員に提出しアド
バイスをもらい資料を修正したうえで、授業・演習を行い・質疑応答をしてください。 
実習は指導教員と相談の上院生の希望する臨地実習を指導教員と共に指導します。 

23.オフィスアワー 高見沢：木曜日 12:10〜13:10 メディアライブラリー 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

 
関心ある領域の講義または演習テーマに関する文献検
索① 
関心ある領域の講義または演習テーマに関する文献検
索② 

 

第３回 
第４回 

関心ある領域の講義または演習テーマに関する文献検
索② 
講義または演習目標の設定 

 

第５回 授業案作成①  



第６回 授業案作成② 
第７回 
第８回 

授業案作成③ 
授業案作成④ 

 

第９回 
第１０回 

授業資料・教材作成① 
授業資料・教材作成② 

 

第１１回 
第１２回 

授業資料・教材作成③ 
授業資料・教材作成④  

第１３回 
第１４回 

授業評価表の作成 
講義演習①  

第１５回 
第１６回 

講義演習② 
講義演習③ 

 

第１７回 
第１８回 

授業評価 
看護学実習教育演習① 

 

第１９回 
第２０回 

看護学実習教育演習② 
看護学実習教育演習③ 

 

第２１回 
第２２回 

授業資料・教材作成④ 
看護学実習教育演習⑤  

第２３回 
第２４回 

看護学実習教育演習⑥ 
看護学実習教育演習⑦ 

 

第２５回 
第２６回 

看護学実習教育演習⑧ 
看護学実習教育演習⑨ 

 

第２７回 
第２８回 

看護学実習教育演習⑩ 
看護学実習教育演習⑪ 

 

第２９回 
第３０回 

看護学実習教育演習⑫ 
自らの授業評価及び看護学実習教育のあり方の検討内
容から、看護学教育研究者としての抱負と課題をまと
める 
  看護学教育研究者の抱負と課題は授業終了時提出
すると共に、e ポートフォリオに記録する。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71013 2.科目名 看護学教育演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子 

5.授業科目の区分 共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 D1 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

関⻄国際大学保健医療学部看護学科における講義・演習・実習のインターンシップを通し
て、大学院生の関心のある領域における基礎看護学教育を専任教員と共に実践する。関心あ
る領域の専任教員の指導のもと、講義または演習の授業案及び受講資料を作成し授業を実際
に行う。授業終了後受講生のアンケート結果に基づいて自らの授業内容・方法を評価し、講
義・演習の教育のあり方を検討する。さらに、関心ある領域の看護学実習に専任教員と共に
参加し、実習における教育を理解し、実習教育のあり方を探求する。演習を通して、看護学
教育研究者としての自らの抱負と課題を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
1.大学院生の関心ある領域において、講義または演習の授業計画を立案できる。 2.関心あ
る領域において、資料を作成し授業を行うことができる。 3.関心ある領域の実習教育のあ
り方を検討できる。 4.看護学教育研究者としての抱負と課題を説明できる。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・B.S.ブルーム他(梶田叡一他訳)：教育評価ハンドブック、第一法規. 
・J.S.ブルーナー(鈴木祥蔵他訳)：教育の過程、岩波書店. 
・藤岡完治・堀喜久子編集：看護教育の方法、医学書院. 
・杉森みど理・舟島なおみ：看護教育学、第 5 版、医学書院. 
・その他、授業内容に応じて文献の紹介、資料配布を行う。 

21.成績評価 課題レポート 60%、プレゼンテーション 40% 
22.コメント  
23.オフィスアワー 水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1-3 関心ある領域の講義または演習テーマに関する文献検
討 

 

4 4 講義または演習目標の設定  
5-8 授業案作成  
9-12 授業資料・教材作成  
13 授業評価表の作成  
14-16 講義演習  
17 授業評価  
18-29 看護学実習教育演習  

30 

自らの授業評価及び看護学実習教育のあり方の検討内
容から、看護学教育研究者としての抱負と課題をまと
める。看護学教育研究者の抱負と課題は授業終了時提
出すると共に、e ポートフォリオに記録する。 

 

   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71014 2.科目名 看護学教育演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子 

5.授業科目の区分 共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 博士後期課程 9.履修学年 博士後期課程１年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

関⻄国際大学保健医療学部看護学科における講義・演習・実習のインターンシップを通し
て、大学院生の関心ある領域における基礎看護学教育を専任教員と共に実践する。関心ある
領域の専任教員の指導のもと、講義または演習の授業案及び受講資料を作成し授業を実際に
行う。授業終了後受講生のアンケート結果に基づいて自らの授業内容・方法を評価し、講
義・演習の教育のあり方を検討する。さらに、関心ある領域の看護学実習に専任教員と共に
参加し、実習における教育を理解し、実習教育のあり方を探求する。 
演習を通して、看護学教育研究者としての自らの抱負と課題を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.大学院生の関心ある領域において、講義または演習の授業計画を立案できる。 
2.関心ある領域において、資料を作成し授業を行うことができる。 
3.関心ある領域の実習教育のあり方を検討できる。 
4. 看護学教育研究者としての抱負と課題を説明できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

1)B.S.ブルーム他（梶田叡一他訳）：教育評価ハンドブック、第一法規 
2)J.S.ブルーナー（鈴木祥蔵他訳）：教育の過程、岩波書店 
3)藤岡完治・堀喜久子編集：看護教育の方法、医学書院 
4)杉森みど理・舟島なおみ：看護教育学、第 5 版、医学書院 
その他、授業内容に応じて文献の紹介、資料配布を行う。 

21.成績評価 課題レポート 60% 
プレゼンテーション 40% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 遠藤 俊子：水曜日 2 限 
松原まなみ：月曜日 13:10〜14:40 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

 
関心ある領域の講義または演習テーマに関する文献検
索① 
関心ある領域の講義または演習テーマに関する文献検
索② 

 

第３回 
第４回 

関心ある領域の講義または演習テーマに関する文献検
索② 
講義または演習目標の設定 

 

第５回 
第６回 

授業案作成① 
授業案作成②  

第７回 
第８回 

授業案作成③ 
授業案作成④ 

 

第９回 
第１０回 

授業資料・教材作成① 
授業資料・教材作成② 

 



第１１回 
第１２回 

授業資料・教材作成③ 
授業資料・教材作成④ 

 

第１３回 
第１４回 

授業評価表の作成 
講義演習①  

第１５回 
第１６回 

講義演習② 
講義演習③ 

 

第１７回 
第１８回 

授業評価 
看護学実習教育演習① 

 

第１９回 
第２０回 

看護学実習教育演習② 
看護学実習教育演習③ 

 

第２１回 
第２２回 

授業資料・教材作成④ 
看護学実習教育演習⑤  

第２３回 
第２４回 

看護学実習教育演習⑥ 
看護学実習教育演習⑦ 

 

第２５回 
第２６回 

看護学実習教育演習⑧ 
看護学実習教育演習⑨ 

 

第２７回 
第２８回 

看護学実習教育演習⑩ 
看護学実習教育演習⑪ 

 

第２９回 
第３０回 

看護学実習教育演習⑫ 
自らの授業評価及び看護学実習教育のあり方の検討内
容から、看護学教育研究者としての抱負と課題をまと
める 
  看護学教育研究者の抱負と課題は授業終了時提出
すると共に、e ポートフォリオに記録する。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72200 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 博士後期課程 9.履修学年 
博士後期課程 １年・
２年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学研究科博士後期課程大学院生 

17.授業の目的と概要 

専門分野における課題を分析・解決するため、研究計画立案に関する応用能力を修得する。
学生個々の専門分野において、文献レビュー等により研究状況を明らかにし、テーマの選
択、研究意義、研究目的、概念枠組み、調査方法、分析方法を吟味し、研究デザインを明確
にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・能力の修得・(2)問題発見力・(3)課
題解決への提案力・(5)コミュニケーション能力・(6)社会変革への挑戦力・(7)倫理観と関連
しています。 
1.自らの専門分野における課題を明確にできる。 
2.研究の意義と研究目的を記述できる。 
3.研究課題に関する文献検討を記述できる。 
4.研究目的に適合する対象・調査内容・調査方法・分析方法を吟味し記述できる。 
5.研究遂行に必要な倫理的配慮を計画できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 演習の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
提出された研究計画書及び研究計画書発表会での発表・質疑応答により審査する。評価は、
看護学研究科博士後期課程部会によって選出された研究指導教員 1 名、研究補助教員 2 名以
上が、研究の意義・目的・文献検討・研究方法について協議し決定する。 

22.コメント 

関心のあるテーマについて文献検索を行い、研究の意義と研究目的を明確にしたうえで研究
計画書を作成し、主指導教員・副指導教員の指導・アドバイスを受け修正してください。修
正した研究計画書の内容に基づき研究計画書発表会の資料とパワーポイント原稿を作成しま
す。発表会に先立ち、作成した資料とパワーポイントを用いて、主指導教員・副指導教員参
加のもと予演会を行い、発表・質疑応答の練習をすると共に資料等の修正意見をもらい修正
した後実際の計画書発表会に臨んでください。 

23.オフィスアワー 高見沢：木曜日 12:10〜13:10 メディアライブラリー 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回〜第
６０回 

【授業の進め方】 
 1.関心領域における課題について、先行研究、実践
報告のレビュー、フィールドワークから研究課題及び
方法論を明確化する。 
 2.研究計画書を作成する。 
 3.研究遂行に必要な具体的倫理的配慮内容を計画す
る。 
 4.研究計画書の審査及び研究倫理審査を受ける。 
 5. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究
計画について記載した報告書を提出し、研究指導教員
と共に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポ

 



ートフォリオに保存し、自らの研究活動についてリフ
レクションを記録し、研究遂行に関する課題を明 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72203 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 D1〜D2 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

専門分野における課題を分析・解決するため、研究計画立案に関する応用能力を修得する。
学生個々の専門分野において、文献レビュー等により研究状況を明らかにし、テーマの選
択、研究意義、研究目的、概念枠組み、調査方法、分析方法を吟味し、研究デザインを明確
にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1.自らの専門分野における課題を明確にできる。 2.研究の意義と研究目的を記述できる。 
3.研究課題に関する文献検討を記述できる。 4.研究目的に適合する対象・調査内容・調査
方法・分析方法を吟味し記述できる。 5.研究遂行に必要な倫理的配慮を計画できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業内容に応じて文献の紹介、参考資料配布を行う。 

21.成績評価 
提出された研究計画書及び研究計画書発表会での発表・質疑応答により審査する。評価は、
看護学研究科博士後期課程部会によって提出された研究指導教員 1 名、研究補助教員 2 名
が、研究の意義・目的・文献検討・研究方法について協議し決定する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

授業展開及
び授業内容 

【授業の進め方】 
1.関心領域における課題について、先行研究、実践報
告のレビュー、フィールドワークから研究課題及び方
法論を明確化する。 
2.研究計画書を作成する。 
3.研究遂行に必要な具体的倫理的配慮内容を計画す
る。 
4.研究計画書の審査及び研究倫理審査を受ける。 
5.各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究計画
について記載した報告書を提出し、研究指導教員と共
に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポート
フォリオに保存し、自らの研究活動についてリフレク
ションを記録し、研究遂行に関する課題を明確にす
る。 

 

 

【研究指導体制】 
1.研究指導教員と研究指導補助教員の複数指導体制を
とる。 
2.研究計画書発表会で研究計画を発表し、質疑応答に
より計画書の完成度を高める。 

 



3.各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究計画
について記載した報告書を、学生と共に検討する。指
導教員と共に検討した報告書を学生が e ポートフォ
リオに保存し、自らの研究活動についてリフレクショ
ンを行う。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72204 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 博士後期課程 9.履修学年 
博士後期課程 １年・
２年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

専門分野における課題を分析・解決するため、研究計画立案に関する応用能力を修得する。
学生個々の専門分野において、文献レビュー等により研究状況を明らかにし、テーマの選
択、研究意義、研究目的、概念枠組み、調査方法、分析方法を吟味し、研究デザインを明確
にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.自らの専門分野における課題を明確にできる。 
2.研究の意義と研究目的を記述できる。 
3.研究課題に関する文献検討を記述できる。 
4.研究目的に適合する対象・調査内容・調査方法・分析方法を吟味し記述できる。 
5.研究遂行に必要な倫理的配慮を計画できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 演習の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
提出された研究計画書及び研究計画書発表会での発表・質疑応答により審査する。評価は、
看護学研究科博士後期課程部会によって選出された研究指導教員 1 名、研究補助教員 2 名以
上が、研究の意義・目的・文献検討・研究方法について協議し決定する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 松原まなみ：月曜日 13:10〜14:40 メディアライブラリー 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回〜第
６０回 

【授業の進め方】 
 1.関心領域における課題について、先行研究、実践
報告のレビュー、フィールドワークから研究課題及び
方法論を明確化する。 
 2.研究計画書を作成する。 
 3.研究遂行に必要な具体的倫理的配慮内容を計画す
る。 
 4.研究計画書の審査及び研究倫理審査を受ける。 
 5. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究
計画について記載した報告書を提出し、研究指導教員
と共に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポ
ートフォリオに保存し、自らの研究活動についてリフ
レクションを記録し、研究遂行に関する課題を明 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72207 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松田宣子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 博士後期課程 9.履修学年 
博士後期課程 １年・
２年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

専門分野における課題を分析・解決するため、研究計画立案に関する応用能力を修得する。
学生個々の専門分野において、文献レビュー等により研究状況を明らかにし、テーマの選
択、研究意義、研究目的、概念枠組み、調査方法、分析方法を吟味し、研究デザインを明確
にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.自らの専門分野における課題を明確にできる。 
2.研究の意義と研究目的を記述できる。 
3.研究課題に関する文献検討を記述できる。 
4.研究目的に適合する対象・調査内容・調査方法・分析方法を吟味し記述できる。 
5.研究遂行に必要な倫理的配慮を計画できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 演習の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
提出された研究計画書及び研究計画書発表会での発表・質疑応答により審査する。評価は、
看護学研究科博士後期課程部会によって選出された研究指導教員 1 名、研究補助教員 2 名以
上が、研究の意義・目的・文献検討・研究方法について協議し決定する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 松田：⽕曜日 昼休み メディアライブラリー 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回〜第
６０回 

【授業の進め方】 
 1.関心領域における課題について、先行研究、実践
報告のレビュー、フィールドワークから研究課題及び
方法論を明確化する。 
 2.研究計画書を作成する。 
 3.研究遂行に必要な具体的倫理的配慮内容を計画す
る。 
 4.研究計画書の審査及び研究倫理審査を受ける。 
 5. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究
計画について記載した報告書を提出し、研究指導教員
と共に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポ
ートフォリオに保存し、自らの研究活動についてリフ
レクションを記録し、研究遂行に関する課題を明 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72209 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年夏〜2 年春 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ゼミ形式 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 自己の研究テーマを明確にして、研究計画書を作成する。 
18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 随時紹介する。 

20.参考文献 
ペギー・L・チン、メオーナ・K・クレイマー著、河原由佳里監訳:看護学の総合的な知の構
築に向けて エルゼビア・ジャパン 
 

21.成績評価 作成したレポート、研究計画書、発表内容などにより総合的に評価 
22.コメント  
23.オフィスアワー 基本的には土曜日の午後、学生と連絡して設定する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1-4 回 
9 月 25 日
(土) 1-4 眼 

研究テーマの検討 
 研究テーマに合わせたこれまでの文献を整理する。 

整理した文献カードおよび文献リストの提出 
 

5-8 回 
10 月 23 日
(土) 1-4 眼 

概念分析 
 「慢性疾患を持つ子どもの『自立』(仮)」について
概念分析を行う 

概念分析の結果提出 

9-12 回 
11 月 27 日
(土) 1-4 眼 

論文作成 
 学会誌への投稿論文を作成する 

投稿論文提出 

13-22 回 
12 月 11 日
(土) 1-4 眼 
12 月 21 日
(⽕) 3-4 眼 
12 月 25 日
(土) 1-4 眼 
 

研究計画書作成 
 推敲したテーマから研究計画書を作成する 初回の研究計画書の提出 

23-30 回 
2 月 26 日
(土) 3-4 眼 
3 月 15 日
(⽕) 3-4 眼 
4 月 23 日
(土) 3-4 眼 
5 月 17 日
(⽕) 3-4 眼 

研究計画書の修正・発表 
 研究計画書を修正を行い発表に向け準備を行う 

修正版の計画書の提出 



31-32 回 
6 月 11 日
(土) 3-4 眼 

研究計画書の最終確認及び提出  

   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72211 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科博士後期課程 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 1 年次の科目を履修していること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 集中 
16.履修制限 看護学研究科博士後期課程のみ 

17.授業の目的と概要 

研究計画は、「問題と目的」「方法（対象、手続き、用いる尺度など）」「日程計画」を明確に
し、論理的なものとなるようにする。論文は、エビデンスに基づいた考察と結論を述べる。
学会発表できるレベルの研究を目指す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、DP の（1）専門的知識・技能、（2）問題発見力、（3）課題解決策へ
の提案力、（4）論文作成能力、（5）コミュニケーション能力、（6）社会の変革への挑戦力、
（7）倫理観、のすべてに関連します 

19.教科書・教材 授業の中で紹介します 
 

20.参考文献 授業の中で紹介します 

21.成績評価 
論理的な研究計画が立てられたか。先行研究を踏まえているか、研究が論理的に進められて
いるか、等を基準とする。 
学術性、論理性、独創性について評価する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 研究の基本的な姿勢：倫理  
第 2〜15 回 自分のテーマについて研究計画を立て、研究を進める  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72220 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 
看護学研究科 
博士後期課程 9.履修学年 2 年・3 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特別研究Ⅰの単位取得者 

17.授業の目的と概要 
「特別研究Ⅰ」において作成し看護学研究科委員会の承認を得た研究計画に基づき、調査を
実施し収集したデータを分析し、結果をまとめ考察する一連のプロセスを実施し研究実践能
力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・能力の修得・(2)問題発見力・(3)課
題解決への提案力・(4)論文作成能力・(5)コミュニケーション能力・(6)社会変革への挑戦
力・(7)倫理観と関連しています。 
1.看護学研究科委員会で承認された研究計画に従い、調査を実施できる。 
2.調査から得られたデータを、研究目的にそって分析できる。 
3.分析結果に基づき、研究目的に沿って考察できる。 
4.研究成果を論文としてまとめ、プレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材 授業で適宜紹介する。 
20.参考文献 授業で適宜紹介する。 

21.成績評価 

提出された博士論文及び博士論文公開発表会での発表・質疑応答により審査する。評価は、
看護学研究科博士後期委員会によって選出された学位論文審査委員(主査 1 名・副査 2 名)
が、博士論文としての学術的価値・研究成果の独創性・論理的学術的整合性・副論文の研究
業績について協議し決定する。 

22.コメント 

研究実施の中間で得られたデータをまとめ今後の研究予定と共に中間報告会で発表し、質疑
応答を通し会場から意見をもらいます。作成した博士論文案は、主指導教員・副指導教員の
指導・アドバイスを受け修正してください。修正した論文を予備審査論文として提出し、資
料とパワーポイント原稿を作成し発表し審査を受けます。予備審査で承認された論文を博士
論文として提出し博士論文審査を受けます。博士論文審査で発表会に臨むことが可となった
院生は、博士論文の内容に基づき博士論文発表会の資料とパワーポイント原稿を作成しま
す。発表会に先立ち、 

23.オフィスアワー 高見沢：センター 水曜日昼休み、研究室 月曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1〜第 60
回 

【授業の進め方】 
1.研究計画書の審査及び研究倫理審査の結果を受け
て、研究実施に向け準備する。 
2.研究計画に従いデータ収集を行う。 
3.得られたデータを分析し、研究目的に基づいて分析
結果をまとめ解釈を深める。 
4.分析結果に基づき、研究目的と意義に沿って考察す
る。 
5.研究を、学位論文として執筆する。 
6.研究成果をまとめ、プレゼンテーションする。 
7. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究計

 



画について記載した報告書を提出し、研究指導教員と
共に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポー
トフォリオに 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72223 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 特別研究Ⅰ 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
「特別研究Ⅰ」において作成し看護学研究科委員会の承認を得た研究計画に基づき、調査を
実施し収集したデータを分析し、結果をまとめ考察する一連のプロセスを実施し研究実践能
力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1.看護学研究科委員会で承認された研究計画に従い、調査を実施できる。 
2.調査から得られたデータを、研究目的にそって分析できる。 
3.分析結果に基づき、研究目的に沿って考察できる。 
4.研究成果を論文としてまとめ、プレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業内容に応じて文献の紹介、参考資料配布を行う。 

21.成績評価 

提出された博士論文及び博士論文公開発表会での発表・質疑応答により審査する。評価は、
看護学研究科博士後期委員会によって選出された学位論文審査委員(主査 1 名・副査 2 名)
が、博士論文としての学術的価値・研究成果の独創性・論理的学術的整合性・副論文の研究
業績について協議し決定する。 

22.コメント 

【授業の進め方】 
1.研究計画書の審査及び研究倫理審査の結果を受けて、研究実施に向け準備する。 
2.研究計画に従いデータ収集を行う。 
3.得られたデータを分析し、研究目的に基づいて分析結果をまとめ解釈を深める。 
4.分析結果に基づき、研究目的と意義に沿って考察する。 
5.研究を、学位論文として執筆する。 
6.研究成果をまとめ、プレゼンテーションする。 
7. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究計画について記載した報告書を提出し、
研究指導教員と共に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポートフォリオに 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72229 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 個別対面指導 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 
研究計画書を作成し、倫理審査の承認をえるための指導を行う。 
自分のテーマに沿って、研究の目的、方法、実施に関して計画書を記載し、倫理委員会の審
査を受け、承認されるまで、検討を繰り返す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価  
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
研究計画書の作成と実施及び性かの分析とまとめ 
博士論文の作成  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72231 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科博士後期課程 9.履修学年 ３年次 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特別研究Ⅰを履修していること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 集中 
16.履修制限 看護学研究科博士後期課程のみ 

17.授業の目的と概要 

研究計画は、「問題と目的」「方法（対象、手続き、用いる尺度など）」「日程計画」を明確に
し、論理的なものとなるようにする。論文は、エビデンスに基づいた考察と結論を述べる。
学術誌に投稿できるレベルの研究を目指す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、DP の（1）専門的知識・技能、（2）問題発見力、（3）課題解決策へ
の提案力、（4）論文作成能力、（5）コミュニケーション能力、（6）社会の変革への挑戦力、
（7）倫理観、のすべてに関連します 

19.教科書・教材 授業の中で紹介します 
 

20.参考文献 授業の中で紹介します 

21.成績評価 
論理的な研究計画が立てられたか。先行研究を踏まえているか、研究が論理的に進められて
いるか、等を基準とする。 
学術性、論理性、独創性のある博士論文が執筆できたか。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
特別研究Ⅰでたてた研究計画の進行状況を確認し、必
要に応じ修正する。 

 

第 2〜15 回 自分のテーマについて研究計画を立て、研究を進める  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC101-
A51 

2.科目名 ファイナンス 3.単位数 4 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
様々な企業の活動を記録するための簿記の記帳技術を学び、その結果作成される会計情報の
活用について学修します。 
【概要】 
営利法人、非営利法人を問わず、事業を運営する上において、経営財務についての知識を欠
くことはできません。経営財務を学ぶためには、まず、基本的な会計処理を学ぶ必要があり
ます。この講義は、株式会社の会計情報の作成および株式会社の特徴を理解します。会計処
理の基礎を学んだ上で、会計原則や関連法規、資金調達の手法等のファイナンスの基礎を学
習します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力の学
修に関連しています。 
〇簿記一巡の仕組みを理解し、基本的な簿記手続きができる。 
〇株式会社会計の基本が説明できる。 
〇基礎的な財務諸表分析ができる。 

19.教科書・教材 
桑原知之「サクッとうかる日商 3 級商業簿記テキスト」ネットスクール出版 2018 年 
適宜、プリントを配布 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシート、グループワーク：２０％ 
２．中間試験（2 回）：２０％+２０％ 
５．総括試験：４０％ 

22.コメント 毎回必ず電卓を持参してください。スマートフォン等の使用は禁止します。 
日商簿記検定に挑戦してください。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：金曜日 3 限 
研究室オフィスアワー：木曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回・第
2 回 

オリエンテーション：授業の構成、目標 
簿記の基礎① 
 第 0 章 簿記の自己紹介 
 第 1 章 身の回りの簿記 
（P1〜P24） 

○復習（180 分） 

第 3 回・第
4 回 

簿記の基礎② 
 第２章 仕訳と転記 
  仕訳、勘定口座記入（P25〜P40） 
  第３章 現金と預金 
  現金、普通預金と定期預金、当座預金（P41〜
P54） 

○簿記の基本ルール、現金・預金について復
習（360 分） 
○収益と費用、商品売買について予習（120
分） 

第 5 回・第 第４章 収益と費用 ○費用と収益、商品売買について復習(360



6 回   収益の計上、費用の計上（P55〜P68） 
第５章 商品売買① 
  商品売買（P69〜 P91） 

分） 
○商品売買と債権・債務について予習（120
分） 

第 7 回・第
8 回 

第５章 商品売買② 
  売上原価の算定（P92〜P100） 
第６章 債権と債務 
 約束手形、貸付金と借入金、電子記録債権・債務、
未収入金と未払金（P101〜P126） 

○商品売買と債権債務について復習（360
分） 
○固定資産と一時的な処理について予習
（120 分） 

第 9 回・第
10 回 

第７章 固定資産 
  固定資産（P127〜P142） 
第８章 一時的な処理 
 仮払金と仮受金、立替金と預り金、法人税等、消費
税、現金過不足（P143〜P174) 

○個別取引の仕訳の復習（420 分） 

第 11 回・第
12 回 

個別取引の仕訳まとめ 
 個別取引について、仕訳の練習をする 
中間試験① 
 個別取引の仕訳の確認 

○個別取引について復習し、中間試験につい
て予習。（480 分） 
○試算表、株式会社会計の予習（120 分） 

第 13 回・第
14 回 

第 9 章 試算表 
 試算表の作成、誤処理の訂正（P175〜P186) 
第 10 章 株式の発行・利益の計上・配当 
 株式会社の設立、帳簿の締切り、株主への配当
（P187〜P202） 

○試算表、株式会社会計について復習（360
分） 
○精算表、財務諸表について予習（120 分） 

第 15 回・第
16 回 

第 11 章 精算表・財務諸表① 
 決算手続き、これまでの決算整理、当座借越の計
上、貸倒れの処理と貸倒引当金の設定(P203〜P219) 
第 11 章 精算表・財務諸表② 
 費用・収益の見越と繰延、再振替仕訳、精算表の作
成（P220〜P240） 

○精算表、財務諸表について復習（360 分） 
○帳簿について予習（120 分） 

第 17 回・第
18 回 

第 11 章 精算表・財務諸表③ 
 損益計算書と貸借対照表の作成、月次決算（P241
〜P254） 
第 12 章 帳簿① 
 主要簿、現金・預金に関する帳簿（P255〜P273） 

○精算表,財務諸表について復習（360 分） 
○伝票について予習（120 分） 

第 19 回・第
20 回 

第 12 章 帳簿② 
 商品に関する帳簿、債権・債務に関する帳簿、固定
資産台帳（P274〜P292） 
第 13 章 伝票 
 伝票会計（P293〜P306） 

○帳簿、伝票について復習（360 分） 
○決算処理についてまとめる（120 分） 

第 21 回・第
22 回 

決算処理のまとめ  
 決算に関する各種処理と帳簿、伝票のまとめ 
中間試験② 
 決算処理に関する確認 

○中間試験の準備（480 分） 

第 23 回・第
24 回 

財務諸表論① 
 会計の基礎概念 
財務諸表論② 
 制度会計 

○財務諸表論について復習（180 分） 

第 25 回・第 財務諸表分析① ○財務諸表分析について復習（180 分） 



26 回  貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書
の分析 
財務諸表分析② 
 財務指標による分析 

第 27 回・第
28 回 

管理会計 
ファイナンス 

○管理会計、ファイナンスについて復習
（480 分） 
○総括試験に向けて、これまでの授業内容に
ついて復習（420 分） 

第 29 回・第
30 回 

まとめ 
授業アンケート 
総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC101-
M51 

2.科目名 ファイナンス 3.単位数 4 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

営利法人、非営利法人を問わず、事業を運営する上において、経営財務についての知識を欠
くことはできません。経営財務を学ぶためには、まず、基本的な会計処理を学ぶ必要があり
ます。この講義は、個人商店を中心とした会計情報の作成および、株式会社の特徴を理解し
ます。会計処理の基礎を学んだ上で、会計原則や関連法規、資金調達の手法等のファイナン
スの基礎を学習します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力、の学修
に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①簿記一巡の仕組みを理解し、基本的な簿記手続きができる。 
②株式会社会計の基本が説明できる。 
③基礎的な財務諸表分析ができる。 

19.教科書・教材 
桑原知之「サクッとうかる日商 3 級テキスト【第 2 版】商業簿記」ネットスクール出版 
2021 年 
適宜、プリントを配布 

20.参考文献  

21.成績評価 

１．ワークシート・・・10 点（学習目標①、③に対応） 
２．グループワーク・・・10 点（学習目標③に対応） 
３．小テスト（5 回）・・・10 点（学習目標①、②に対応） 
４．Webclass テスト・・・10 点（学習目標①に対応） 
５．中間試験・・・20 点（学習目標①に対応） 
６．総括試験・・・40 点（学習目標①、②、③に対応） 

22.コメント 
毎回必ず電卓を持参してください。スマートフォン等の使用は禁止します。 
日商簿記検定に挑戦してください。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日 2 限 
学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回・第
2 回(9/29) 

オリエンテーション：授業の構成、目標  
     
簿記の基礎①    
   
 第 0 章 簿記の自己紹介   
    
 第 1 章 身の回りの簿記   
    
（P1〜P24） 

○復習（180 分） 

第 3 回・第
4 回(10/6) 

簿記の基礎②    
   

○簿記の基本ルール、現金・預金について復
習（360 分）    



 第２章 仕訳と転記   
    
  仕訳、勘定口座記入（P25〜P40）  
     
?第３章 現金と預金   
    
  現金、普通預金と定期預金、当座預金（P41〜
P54） 

○収益と費用、商品売買について予習（120
分） 

第 5 回・第
6 回(10/13) 

第４章 収益と費用    
   
  収益の計上、費用の計上（P55〜P68） 
      
第５章 商品売買①    
   
  商品売買（P69〜 P91） 

○費用と収益、商品売買について復習(360
分）    
○商品売買と債権・債務について予習（120
分）  
 

第 7 回・第
8 回(10/20) 

第５章 商品売買②    
   
  売上原価の算定（P92〜P100）  
     
第６章 債権と債務    
   
 約束手形、貸付金と借入金、電子記録債権・債務、
未収入金と未払金（P101〜P126） 

○商品売買と債権債務について復習（360
分）    
○固定資産と一時的な処理について予習
（120 分） 

第 9 回・第
10 回(10/27) 

第７章 固定資産    
   
  固定資産（P127〜P142）   
    
第８章 一時的な処理   
    
 仮払金と仮受金、立替金と預り金、法人税等、消費
税、現金過不足（P143〜P174) 

○個別取引の仕訳の復習（420 分） 

第 11 回・第
12 回(11/10) 

個別取引の仕訳まとめ   
    
 個別取引について、仕訳の練習をする  
     
     
  
中間試験①    
   
 個別取引の仕訳の確認 

○個別取引について復習し、中間試験につい
て予習。（480 分）    
○試算表、株式会社会計の予習（120 分） 

第 13 回・第
14 回(11/17) 

第 9 章 試算表    
   
 試算表の作成、誤処理の訂正（P175〜P186) 
      
第 10 章 株式の発行・利益の計上・配当  
     
 株式会社の設立、帳簿の締切り、株主への配当
（P187〜P202） 

○試算表、株式会社会計について復習（360
分）    
○精算表、財務諸表について予習（120 分） 



第 15 回・第
16 回(11/24) 

第 11 章 精算表・財務諸表①   
    
 決算手続き、これまでの決算整理、当座借越の計
上、貸倒れの処理と貸倒引当金の設定(P203〜P219)
     
  
第 11 章 精算表・財務諸表②   
    
 費用・収益の見越と繰延、再振替仕訳、精算表の作
成（P220〜P239） 

★課題１提出 
○精算表、財務諸表について復習（360 分）
    
○帳簿について予習（120 分） 

第 17 回・第
18 回(12/1) 

第 11 章 精算表・財務諸表③   
    
 損益計算書と貸借対照表の作成、月次決算（P240
〜P254）     
  
第 12 章 帳簿①    
   
 主要簿、現金・預金に関する帳簿（P255〜P273） 

○精算表,財務諸表について復習（360 分）
    
○伝票について予習（120 分） 

第 19 回・第
20 回(12/8) 

第 12 章 帳簿②    
   
 商品に関する帳簿、債権・債務に関する帳簿、固定
資産台帳（P274〜P292）   
    
第 13 章 伝票    
   
 伝票会計（P293〜P306） 

◎課題２：財務諸表を入手し、グループで比
較しなさい。（100 分） 
○帳簿、伝票について復習（360 分） 
   
○決算処理についてまとめる（120 分） 

第 21 回・第
22 回(12/15) 

決算処理のまとめ     
   
 決算に関する各種処理と帳簿、伝票のまとめ 
      
     
  
中間試験②    
   
 決算処理に関する確認 

○中間試験の準備（480 分） 

第 23 回・第
24 回(12/22) 

財務諸表論①    
   
 会計の基礎概念    
   
     
  
財務諸表論②    
   
 制度会計 

○財務諸表論について復習（180 分） 

第 25 回・第
26 回(1/12) 

財務諸表分析①    
   
 貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書
の分析     

○財務諸表分析について復習（180 分） 



  
     
  
財務諸表分析②    
   
 財務指標による分析 

第 27 回・第
28 回(1/19) 

課題２発表 
管理会計 
ファイナンス 

★課題２提出 
○管理会計、ファイナンスについて復習
（480 分）    
○総括試験に向けて、これまでの授業内容に
ついて復習（420 分） 

第 29 回・第
30 回(1/26) 

まとめ 
授業アンケート 
総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC101-
Y51 

2.科目名 ファイナンス 3.単位数 4 

4.授業担当教員 夏⻘ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】営利法人、非営利法人を問わず、事業を運営する上において、経営財務についての
知識を欠くことはできません。この講義は、個人商店を中心とした会計情報の作成および、
株式会社の特徴を理解します。 
【概要】会計処理の基礎を学んだ上で、会計原則や関連法規、資金調達の手法等のファイナ
ンスの基礎を学習します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は以下の通りです。 
① 簿記一巡の仕組みを理解し、基本的な簿記手続きができる。 
②   株式会社会計の基本が説明できる。 
③   基礎的な財務諸表分析ができる。 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に関連しています。 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(6)  専門的知識・技能の活用力 
 

19.教科書・教材 
桑原知之「サクッとうかる日商 3 級商業簿記テキスト」ネットスクール出版 2018 年 
適宜、プリントを配布 

20.参考文献  

21.成績評価 
ワークシート、グループワーク：２０％ (学習目標①②に対応)  
中間試験（2 回）：２０％+２０％ (学習目標①②に対応)  
総括試験：４０％ (学習目標①②③に対応) 

22.コメント 
講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び講師等の状況により適宜変更の場
合があります。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応します。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回・第
2 回 

オリエンテーション：授業の構成、目標 
簿記の基礎① 
 第 0 章 簿記の自己紹介 
 第 1 章 身の回りの簿記 
（P1〜P24） 

○復習（180 分） 

第 3 回・第
4 回 

簿記の基礎② 
 第２章 仕訳と転記 
  仕訳、勘定口座記入（P25〜P40） 
  第３章 現金と預金 
  現金、普通預金と定期預金、当座預金（P41〜
P54） 

○簿記の基本ルール、現金・預金について復
習（360 分） 
○収益と費用、商品売買について予習（120
分） 

第 5 回・第
6 回 

第４章 収益と費用 
  収益の計上、費用の計上（P55〜P68） 

○費用と収益、商品売買について復習(360
分） 



第５章 商品売買① 
  商品売買（P69〜 P91） 

○商品売買と債権・債務について予習（120
分） 

第 7 回・第
8 回 

第５章 商品売買② 
  売上原価の算定（P92〜P100） 
第６章 債権と債務 
 約束手形、貸付金と借入金、電子記録債権・債務、
未収入金と未払金（P101〜P126） 

○商品売買と債権債務について復習（360
分） 
○固定資産と一時的な処理について予習
（120 分） 

第 9 回・第
10 回 

第７章 固定資産 
  固定資産（P127〜P142） 
第８章 一時的な処理 
 仮払金と仮受金、立替金と預り金、法人税等、消費
税、現金過不足（P143〜P174) 

○個別取引の仕訳の復習（420 分） 

第 11 回・第
12 回 

個別取引の仕訳まとめ 
 個別取引について、仕訳の練習をする 
中間試験① 
 個別取引の仕訳の確認 

○個別取引について復習し、中間試験につい
て予習。（480 分） 
○試算表、株式会社会計の予習（120 分） 

第 13 回・第
14 回 

第 9 章 試算表 
 試算表の作成、誤処理の訂正（P175〜P186) 
第 10 章 株式の発行・利益の計上・配当 
 株式会社の設立、帳簿の締切り、株主への配当
（P187〜P202） 

○試算表、株式会社会計について復習（360
分） 
○精算表、財務諸表について予習（120 分） 

第 15 回・第
16 回 

第 11 章 精算表・財務諸表① 
 決算手続き、これまでの決算整理、当座借越の計
上、貸倒れの処理と貸倒引当金の設定(P203〜P219) 
第 11 章 精算表・財務諸表② 
 費用・収益の見越と繰延、再振替仕訳、精算表の作
成（P220〜P240） 

○精算表、財務諸表について復習（360 分） 
○帳簿について予習（120 分） 

第 17 回・第
18 回 

第 11 章 精算表・財務諸表③ 
 損益計算書と貸借対照表の作成、月次決算（P241
〜P254） 
第 12 章 帳簿① 
 主要簿、現金・預金に関する帳簿（P255〜P273） 

○精算表,財務諸表について復習（360 分） 
○伝票について予習（120 分） 

第 19 回・第
20 回 

第 12 章 帳簿② 
 商品に関する帳簿、債権・債務に関する帳簿、固定
資産台帳（P274〜P292） 
第 13 章 伝票 
 伝票会計（P293〜P306） 

○帳簿、伝票について復習（360 分） 
○決算処理についてまとめる（120 分） 

第 21 回・第
22 回 

決算処理のまとめ  
 決算に関する各種処理と帳簿、伝票のまとめ 
中間試験② 
 決算処理に関する確認 

○中間試験の準備（480 分） 

第 23 回・第
24 回 

財務諸表論① 
 会計の基礎概念 
財務諸表論② 
 制度会計 

○財務諸表論について復習（180 分） 

第 25 回・第
26 回 

財務諸表分析① 
 貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書 ○財務諸表分析について復習（180 分） 



の分析 
財務諸表分析② 
 財務指標による分析 

第 27 回・第
28 回 

管理会計 
ファイナンス 

○管理会計、ファイナンスについて復習
（480 分） 
○総括試験に向けて、これまでの授業内容に
ついて復習（420 分） 

第 29 回・第
30 回 

まとめ 
授業アンケート 
総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC202-
M51 

2.科目名 財務会計論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

企業会計の目的は、公正妥当な会計処理を行い、株主、債権者、取引先等の利害関係者に適
切な情報を提供することである。ビジネスに関わるすべての人にとって、企業情報の根幹と
なる財務諸表（特に損益計算書と貸借対照表）の意味や内容を理解することは非常に重要で
ある。 
 本講義では、財務諸表を利用する立場から、企業財務会計に関する基本的な原理を中心に
理解し、貸借対照表と損益計算書、キャッシュフロー計算書の基本構成や内容を学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇財務諸表の意義・重要性を説明でき、資産・負債・純資産の分類が説明できる。 
〇期間損益計算の原理と損益計算のルールを説明できる。 
〇株式会社の貸借対照表と損益計算書が作成できる。 
〇キャッシュフロー計算書の意義が説明できる。 

19.教科書・教材 
大阪商工会議所（編）『ビジネス会計検定試験３級公式テキスト』（第３版）中央経済社 
2014 年 
ISBN: 978-4502094309 

20.参考文献  

21.成績評価 

ワークシート：２０％ 
課題（２回）  ：２０％ 
中間試験  ：２０％ 
総括試験  ：４０％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日 2 限 
学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

・ガイダンス 
・財務諸表の役割・種類 教科書 pp.1〜8 （ワーク
シート No.1） 

○財務諸表の役割・種類について復習（20
分） 
○予習 教科書 pp.9〜29（30 分） 

第 2 回 ・貸借対照表のしくみ 資産の分類 流動資産 教科
書 pp.9〜29 （ワークシート No.2） 

○流動資産について復習（240 分） 
○予習 教科書 pp.30〜39（30 分） 

第 3 回 
・固定資産 繰延資産 教科書 pp.30〜39 （ワーク
シート No.3） 

○固定資産、繰延資産について復習（240
分） 
○予習 教科書 pp.40〜45（30 分） 

第 4 回 ・負債 教科書 pp.40〜45 （ワークシート No.4） 

○負債について復習（240 分） 
○予習 教科書 pp.46〜53（30 分） 
◎＜課題１＞選択企業の貸借対照表から財政
状態を説明し、グループで比較する。（180
分） 

第 5 回 
・純資産 教科書 pp.46〜53 （ワークシート
No.5） 

○純資産について復習（240 分） 
○資産、負債、純資産の復習、貸借対照表の



作成（120 分） 

第 6 回 ・中間試験（貸借対照表） ●課題１提出 
○予習 教科書 pp.56〜65（30 分） 

第 7 回 
・課題１の発表 
・損益計算書のしくみ ５つの利益 教科書 pp.56〜
65 

○損益計算書のしくみについて復習（240
分） 
○予習 教科書 pp.66〜75（30 分） 

第 8 回 
・損益計算のルール、売上総利益 教科書 pp.66〜75 
（ワークシート No.6） 

○損益計算のルール、売上総利益について復
習（240 分） 
○予習 教科書 pp.76〜85（30 分） 

第 9 回 
・営業利益、経常利益 教科書 pp.76〜85 （ワーク
シート No.7） 

○営業利益、経常利益について復習（240
分） 
○予習 教科書 pp.86〜98（30 分） 
◎＜課題２＞選択企業の損益計算書から経営
成績を説明し、グループで比較する。（180
分） 

第 10 回 
・税引前当期純利益 当期純利益 教科書 pp.86〜98 
（ワークシート No.8） 

○税引前当期純利益、当期純利益について復
習（240 分） 

第 11 回 ・課題２の発表 ●課題２提出  
○予習 教科書 pp.100〜122（30 分） 

第 12 回 
・キャッシュフロー計算書 教科書 pp.100〜122 
（ワークシート No.9） 

○キャッシュフロー計算書について復習
（210 分） 
○予習 教科書 pp.124〜137（30 分） 

第 13 回 ・財務情報分析の基礎 教科書 pp.124〜137 （ワ
ークシート No.10） 

○財務諸表分析の基礎について復習（210
分） 

第 14 回 ・まとめと総括試験の準備 総括試験の準備（240 分） 

第 15 回 ・総括試験  
・授業アンケート 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC202-
a81 

2.科目名 財務会計論 （遠隔 ※三木 C 発信） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

企業会計の目的は、公正妥当な会計処理を行い、株主、債権者、取引先等の利害関係者に適
切な情報を提供することである。ビジネスに関わるすべての人にとって、企業情報の根幹と
なる財務諸表（特に損益計算書と貸借対照表）の意味や内容を理解することは非常に重要で
ある。 
 本講義では、財務諸表を利用する立場から、企業財務会計に関する基本的な原理を中心に
理解し、貸借対照表と損益計算書、キャッシュフロー計算書の基本構成や内容を学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇財務諸表の意義・重要性を説明でき、資産・負債・純資産の分類が説明できる。 
〇期間損益計算の原理と損益計算のルールを説明できる。 
〇株式会社の貸借対照表と損益計算書が作成できる。 
〇キャッシュフロー計算書の意義が説明できる。 

19.教科書・教材 
大阪商工会議所（編）『ビジネス会計検定試験３級公式テキスト』（第３版）中央経済社 
2014 年 
ISBN: 978-4502094309 

20.参考文献  

21.成績評価 

ワークシート：２０％ 
課題（２回）  ：２０％ 
中間試験  ：２０％ 
総括試験  ：４０％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日 2 限（三木キャンパス） 
学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 2 限（三木キャンパス） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

・ガイダンス 
・財務諸表の役割・種類 教科書 pp.1〜8 （ワーク
シート No.1） 

○財務諸表の役割・種類について復習（20
分） 
○予習 教科書 pp.9〜29（30 分） 

第 2 回 ・貸借対照表のしくみ 資産の分類 流動資産 教科
書 pp.9〜29 （ワークシート No.2） 

○流動資産について復習（240 分） 
○予習 教科書 pp.30〜39（30 分） 

第 3 回 
・固定資産 繰延資産 教科書 pp.30〜39 （ワーク
シート No.3） 

○固定資産、繰延資産について復習（240
分） 
○予習 教科書 pp.40〜45（30 分） 

第 4 回 ・負債 教科書 pp.40〜45 （ワークシート No.4） 

○負債について復習（240 分） 
○予習 教科書 pp.46〜53（30 分） 
◎＜課題１＞選択企業の貸借対照表から財政
状態を説明し、グループで比較する。（180
分） 

第 5 回 
・純資産 教科書 pp.46〜53 （ワークシート
No.5） 

○純資産について復習（240 分） 
○資産、負債、純資産の復習、貸借対照表の



作成（120 分） 

第 6 回 ・中間試験（貸借対照表） ●課題１提出 
○予習 教科書 pp.56〜65（30 分） 

第 7 回 
・課題１の発表 
・損益計算書のしくみ ５つの利益 教科書 pp.56〜
65 

○損益計算書のしくみについて復習（240
分） 
○予習 教科書 pp.66〜75（30 分） 

第 8 回 
・損益計算のルール、売上総利益 教科書 pp.66〜75 
（ワークシート No.6） 

○損益計算のルール、売上総利益について復
習（240 分） 
○予習 教科書 pp.76〜85（30 分） 

第 9 回 
・営業利益、経常利益 教科書 pp.76〜85 （ワーク
シート No.7） 

○営業利益、経常利益について復習（240
分） 
○予習 教科書 pp.86〜98（30 分） 
◎＜課題２＞選択企業の損益計算書から経営
成績を説明し、グループで比較する。（180
分） 

第 10 回 
・税引前当期純利益 当期純利益 教科書 pp.86〜98 
（ワークシート No.8） 

○税引前当期純利益、当期純利益について復
習（240 分） 

第 11 回 ・課題２の発表 ●課題２提出  
○予習 教科書 pp.100〜122（30 分） 

第 12 回 
・キャッシュフロー計算書 教科書 pp.100〜122 
（ワークシート No.9） 

○キャッシュフロー計算書について復習
（210 分） 
○予習 教科書 pp.124〜137（30 分） 

第 13 回 ・財務情報分析の基礎 教科書 pp.124〜137 （ワ
ークシート No.10） 

○財務諸表分析の基礎について復習（210
分） 

第 14 回 ・まとめと総括試験の準備 総括試験の準備（240 分） 

第 15 回 ・総括試験  
・授業アンケート 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC302-
M51 

2.科目名 経営分析 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 
専門科目 
展開 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年生以上 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 特に指定しないが、簿記・会計系科目の学
修が前提となっている。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】本講義では、企業が公表している財務諸表を入手し、様々な観点から分析すること
によって、企業を評価する基礎的な手法を習得することを目的とする。  
  
【概要】まず、データの入手方法や加工方法を概説する。次に様々な分析方法のうち、本講
義で取り上げる安全性分析、収益性分析、成⻑性分析について説明する。そして、サンプル
企業のデータを利用して具体的に分析を行い、その分析結果を評価し、総合的な企業評価を
行うこととする。    
・収集したデータを解析し、その中に潜む項目間の相関関係を把握し、特徴やパターンを説
明できる  
・経年比較や他社比較の分析結果から、企業の状況を総合的に判断し説明できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に
関連しています。 
①企業が公開している情報を、経営分析の視点から加工・評価し、得られた結果から経営活
動に関して説明できる。     
②分析結果に基づいて企業の状況を判断し、問題点があれば改善提案ができる。 

19.教科書・教材 
佐藤裕一著「日経文庫 ビジュアル経営分析の基本（第 5 版）」日本経済新聞社 
ISBN：978-4-532-11925-6 

20.参考文献 
大阪商工会議所編「ビジネス会計検定試験公式テキスト３級［第 3 版］」中央経済社 
平松一夫・山地範明・百合草裕康編著「連結会計情報と企業分析の基礎」東京経済情報出版 
桜井久勝著「財務諸表分析」中央経済社 

21.成績評価 

課題レポート①〜④    40％      
グループワーク記録    5%    
プレゼン評価       10%    
最終レポート       45% 

22.コメント 毎回、ノートパソコンを持参すること。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー 月曜日 2 限 
学修支援センターオフィスアワー 水曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回
(9/27) 

ガイダンス 授業の概要   
  
経営分析の目的と考え方（テキスト pp.10~15）  
・経営分析の目的と考え方を理解する。 
・分析用データの入手方法を理解する。 

○テキスト pp.10~15 を復習する。 
○テキスト pp.16~33 を予習し、わからない
ところがあれば調べておく。 

第 2 回
(10/4) 

経営分析の基礎①（テキスト pp.16~33） 
・決算書（有価証券報告書・損益計算書・貸借対照表
他）の内容を理解する。 

○テキスト pp.16~33 を復習する。 
○テキスト pp.34~44 を予習し、わからない
ところがあれば調べておく。 



・個別決算と連結決算について理解し、データの加工
の際に必要となる手続きを理解する。 

第 3 回
(10/11) 

経営分析の基礎②（テキスト pp.34~44） 
・経営分析の手法（安全性・収益性・成⻑性・生産性
他）について理解する。（担当したい企業を決定す
る。） 

○テキスト pp.34~44 を復習する。 
○次回授業時に課題レポート①が課されるの
で、わからないところがあれば調べておく。 

第 4 回
(10/18) 

経営分析の基礎③    
サンプルデータの入手・加工 
サンプル企業のデータを加工して、分析用データを作
成する。  
☆計算作業のため、必ず電卓を持参すること。 

○配布された ws に計算結果を記入し、完成
させる。（課題レポート①として提出する予
定） 
○授業時に完成できない場合、シートを完成
させる。（課題レポート①）  
○テキスト pp.46〜84 を熟読し、予習す
る。 

第 5 回
(10/25) 

安全性分析①（テキスト pp.46〜84）  
安全性分析の財務指標の解説 

☆課題レポート①を提出する。 
○テキスト pp.46〜84 を熟読し、復習す
る。 

第 6 回
(11/1) 

安全性分析②     
サンプルデータによる安全性分析の実施 
配布された ws に計算結果を記入し、完成させる。 

○テキスト pp.46〜84 を熟読し、復習す
る。  
○授業時に完成できない場合、ws を完成さ
せる。 

第 7 回
(11/8) 

安全性分析③     
サンプルデータによる安全性分析の評価 
ws に評価のコメントを記入し、完成させる。（次回
提出予定） 
分析結果を共有する（GW 記録①） 

○テキスト pp.46〜84 を熟読し、復習す
る。  
○テキスト pp.88〜131 を熟読し、予習す
る。 

第 8 回
(11/15) 

収益性分析①（テキスト pp.88〜131）  
収益性分析の財務指標の解説 

☆課題レポート②を提出する。 
○テキスト pp.88〜131 を熟読し、復習す
る。 

第 9 回
(11/22) 

収益性分析②     
サンプルデータによる収益性分析の実施 

○テキスト pp.88〜131 を熟読し、復習す
る。 

第 10 回
(11/29) 

収益性分析③     
サンプルデータによる収益性分析の評価（課題レポー
ト③） 
分析結果を共有する（GW 記録②） 

○テキスト pp.88〜131 を熟読し、復習す
る。  
○テキスト pp.134〜145 を熟読し、予習す
る。 

第 11 回
(12/6) 

成⻑性分析①（テキスト pp.134〜145） 
成⻑性分析の財務指標の解説・サンプルデータによる
成⻑性分析の実施 

☆課題レポート③の提出  
○テキスト pp.134〜145 を熟読し、復習す
る。 

第 12 回
(12/13) 

成⻑性分析②     
担当企業について、成⻑性分析を実施する。サンプル
データによる成⻑性分析の評価する。（課題レポート
④として提出予定） 
GW で分析結果を共有する（GW 記録③） 

☆課題レポート④を提出する。 
○テキスト pp.134〜145 を熟読し、復習す
る。 

第 13 回
(12/20) 

総合的分析①(テキスト pp.148〜161）  
サンプルデータについて、総合的評価を実施する。 
    
 

○テキスト pp.148〜161 を熟読し、復習す
る。 

第 14 回 総合的分析②     ○プレゼン準備 



(1/10) 担当企業について、総合的分析を実施する。 
担当企業について、セグメント情報からグローバル化
の状況を分析する。 
プレゼン準備をする（発表用 PPT の準備） 

第 15 回
(1/17) 

総合的分析③     
グループ内で発表し、相互評価を行う（GW 記録＋プ
レゼン評価票） 
総合的分析のまとめ  
授業アンケート実施 

☆発表用の PPT を最終レポートとして提出
する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC302-
a51 

2.科目名 経営分析 （遠隔 ※三木 C 発信） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 
専門科目 
展開 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年生以上 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 特に指定しないが、簿記・会計系科目の学
修が前提となっている。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】本講義では、企業が公表している財務諸表を入手し、様々な観点から分析すること
によって、企業を評価する基礎的な手法を習得することを目的とする。  
  
【概要】まず、データの入手方法や加工方法を概説する。次に様々な分析方法のうち、本講
義で取り上げる安全性分析、収益性分析、成⻑性分析について説明する。そして、サンプル
企業のデータを利用して具体的に分析を行い、その分析結果を評価し、総合的な企業評価を
行うこととする。    
・収集したデータを解析し、その中に潜む項目間の相関関係を把握し、特徴やパターンを説
明できる  
・経年比較や他社比較の分析結果から、企業の状況を総合的に判断し説明できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に
関連しています。 
①企業が公開している情報を、経営分析の視点から加工・評価し、得られた結果から経営活
動に関して説明できる。     
②分析結果に基づいて企業の状況を判断し、問題点があれば改善提案ができる。 

19.教科書・教材 
佐藤裕一著「日経文庫 ビジュアル経営分析の基本（第 5 版）」日本経済新聞社 
ISBN：978-4-532-11925-6 

20.参考文献 
大阪商工会議所編「ビジネス会計検定試験公式テキスト３級［第 3 版］」中央経済社 
平松一夫・山地範明・百合草裕康編著「連結会計情報と企業分析の基礎」東京経済情報出版 
桜井久勝著「財務諸表分析」中央経済社 

21.成績評価 

課題レポート①〜④    40％      
グループワーク記録    5%    
プレゼン評価       10%    
最終レポート       45% 

22.コメント 毎回、ノートパソコンを持参すること。 

23.オフィスアワー 
（三木）研究室オフィスアワー 月曜日 2 限 
（三木）学修支援センターオフィスアワー 水曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回
(9/27) 

ガイダンス 授業の概要   
  
経営分析の目的と考え方（テキスト pp.10~15）  
・経営分析の目的と考え方を理解する。 
・分析用データの入手方法を理解する。 

○テキスト pp.10~15 を復習する。 
○テキスト pp.16~33 を予習し、わからない
ところがあれば調べておく。 

第 2 回
(10/4) 

経営分析の基礎①（テキスト pp.16~33） 
・決算書（有価証券報告書・損益計算書・貸借対照表
他）の内容を理解する。 

○テキスト pp.16~33 を復習する。 
○テキスト pp.34~44 を予習し、わからない
ところがあれば調べておく。 



・個別決算と連結決算について理解し、データの加工
の際に必要となる手続きを理解する。 

第 3 回
(10/11) 

経営分析の基礎②（テキスト pp.34~44） 
・経営分析の手法（安全性・収益性・成⻑性・生産性
他）について理解する。（担当したい企業を決定す
る。） 

○テキスト pp.34~44 を復習する。 
○次回授業時に課題レポート①が課されるの
で、わからないところがあれば調べておく。 

第 4 回
(10/18) 

経営分析の基礎③    
サンプルデータの入手・加工 
サンプル企業のデータを加工して、分析用データを作
成する。  
☆計算作業のため、必ず電卓を持参すること。 

○配布された ws に計算結果を記入し、完成
させる。（課題レポート①として提出する予
定） 
○授業時に完成できない場合、シートを完成
させる。（課題レポート①）  
○テキスト pp.46〜84 を熟読し、予習す
る。 

第 5 回
(10/25) 

安全性分析①（テキスト pp.46〜84）  
安全性分析の財務指標の解説 

☆課題レポート①を提出する。 
○テキスト pp.46〜84 を熟読し、復習す
る。 

第 6 回
(11/1) 

安全性分析②     
サンプルデータによる安全性分析の実施 
配布された ws に計算結果を記入し、完成させる。 

○テキスト pp.46〜84 を熟読し、復習す
る。  
○授業時に完成できない場合、ws を完成さ
せる。 

第 7 回
(11/8) 

安全性分析③     
サンプルデータによる安全性分析の評価 
ws に評価のコメントを記入し、完成させる。（次回
提出予定） 
分析結果を共有する（GW 記録①） 

○テキスト pp.46〜84 を熟読し、復習す
る。  
○テキスト pp.88〜131 を熟読し、予習す
る。 

第 8 回
(11/15) 

収益性分析①（テキスト pp.88〜131）  
収益性分析の財務指標の解説 

☆課題レポート②を提出する。 
○テキスト pp.88〜131 を熟読し、復習す
る。 

第 9 回
(11/22) 

収益性分析②     
サンプルデータによる収益性分析の実施 

○テキスト pp.88〜131 を熟読し、復習す
る。 

第 10 回
(11/29) 

収益性分析③     
サンプルデータによる収益性分析の評価（課題レポー
ト③） 
分析結果を共有する（GW 記録②） 

○テキスト pp.88〜131 を熟読し、復習す
る。  
○テキスト pp.134〜145 を熟読し、予習す
る。 

第 11 回
(12/6) 

成⻑性分析①（テキスト pp.134〜145） 
成⻑性分析の財務指標の解説・サンプルデータによる
成⻑性分析の実施 

☆課題レポート③の提出  
○テキスト pp.134〜145 を熟読し、復習す
る。 

第 12 回
(12/13) 

成⻑性分析②     
担当企業について、成⻑性分析を実施する。サンプル
データによる成⻑性分析の評価する。（課題レポート
④として提出予定） 
GW で分析結果を共有する（GW 記録③） 

☆課題レポート④を提出する。 
○テキスト pp.134〜145 を熟読し、復習す
る。 

第 13 回
(12/20) 

総合的分析①(テキスト pp.148〜161）  
サンプルデータについて、総合的評価を実施する。 
    
 

○テキスト pp.148〜161 を熟読し、復習す
る。 

第 14 回 総合的分析②     ○プレゼン準備 



(1/10) 担当企業について、総合的分析を実施する。 
担当企業について、セグメント情報からグローバル化
の状況を分析する。 
プレゼン準備をする（発表用 PPT の準備） 

第 15 回
(1/17) 

総合的分析③     
グループ内で発表し、相互評価を行う（GW 記録＋プ
レゼン評価票） 
総合的分析のまとめ  
授業アンケート実施 

☆発表用の PPT を最終レポートとして提出
する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ANT102-
A51 

2.科目名 文化人類学 ※遠隔 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 
他学科からの受講も可能 

9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義（基本的には講義中心に授業を進めま
すが、映像資料も頻繁に使用します。映像
資料を見ながらわかりやすく異文化につい
て学んでいく授業です。また、必要に応じ
てディスカッションや発表も行います。） 
The class will proceed mainly by lectures 
with the aid of some visual materials 
which will be shown occasionally. When 
necessary, students are expected to enga 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

文化人類学とは、グローバルな視野をもったり、真の国際人になったり、豊かな見識を養う
ためにきわめて重要な学問です。文化人類学では、自分が興味と関心をもつ国や地域に実際
に行ってフィールドワークをし、メディアを通して間接的にではなく、自分の目と耳で異文
化や現地社会のことについて理解を深めていきます。私はこれまで、北米や北欧諸国、イギ
リス、インドネシア、カンボジア、ベトナム、フィリピン、タイ、中国、台湾、韓国、香
港、マカオなどの東南アジアや東アジア諸国でフィールドワークをやってきましたが、授業
ではこれらの国や地域で行ったフィールドワークの映像資料などもたくさん見せる予定で
す。 
また、この授業では、文化人類学の基礎のテーマである、教育、観光、性とジェンダー、⺠
族文化、芸術、癒しと健康などのトピックを取りあげて、それらについて比較文化的・多角
的に学んでいきます。たとえば、文化人類学では、「芸術は、美術館にあるものだけが芸術
ではなく、私たちの身の回りに普遍的に存在する、と捉えます。」なぜなら、祭りやスポー
ツやミュージシャンのコンサートにも、しばしば芸術的な側面が多々見られるからです。こ
のように、この授業では、私たちの生活とも密接な関連をもつこうしたテーマを取りあげ、
それらを幅広い視点で捉えることができる人材の育成を目指します。また、この授業では、
人間観察の仕方やインタビューの仕方など、社会に出ても役立つような実践的なフィールド
ワークの技についても学びます。 
 半期 15 回の授業ですが、授業を通して、異文化理解に役立つ３０〜４０本の映画や映像
資料も紹介します。そうした映像資料を通して、この授業では、異文化についての総合的な
理解を深めていくことを目指します。この授業は、いろいろな国の映画に興味がある人、ま
た、異文化に興味のある人にはとてもおススメです。文化人類学という授業名を見ると何か
難しそうに見えますが、少しも難しくありませんし、楽しくて役に立つ内容が満載の授業で
す。気軽に授業に来てみてください(^^♪ Please come check out the class. I assure you 
that you will like it a lot!  本授業は、英語で授業をおこないます。 
In this class, we will try to deepen our understanding of ethnic groups and cultures 
around the world through reference materials and visual materials. Cultural anthropology 
is an academic subject that tries to understand the diversity and universality of human 
culture through extensive fieldwork in particular societies. In this class, we will learn 



about the basic concepts and assumptions of cultural anthropology in order to expand 
our horizons and broaden our perspectives. 
I will be showing a lot of movies related to cultural anthropology. I will also show first-
hand fieldwork videos and pictures from my fieldwork in China, Indonesia, Norway, 
Denmark, U.K. and so on. If you like to watch videos and movies, I'm sure you will enjoy 
this class a lot! Cultural anthropology really help people to have a global perspective, so 
if you want to be a cosmopolitan person in the future, please come and check out this 
class. 
本科目では、私たちの日常生活とさまざまな関わりを持つ次の６つのテーマを文化人類学の
視点から取り上げます。 
１．教育（多様な教えや学びの在り方などについて） 
２．医療（癒しと健康と病などについて） 
３．性とジェンダー（男らしさ、女らしさ、結婚などについて） 
４．芸術（音楽や上演芸術など多様な芸術文化の比較） 
５．⺠族文化（さまざまな⺠族文化の比較） 
６．観光（さまざまな観光地と観光文化について） 
以上の６つのテーマを文化人類学の視点から比較文化的に取り上げて、それぞれのテーマに
ついて視野を広げることを目指します。 
We have six following themes as main topics in this class.  
1. education (about variety of learning and teaching) 
2. medicine (about concepts and practices of health and healing in different cultures) 
3. sex and gender (about concepts of masculinity and femininity and types of marriage in 
different cultures) 
4. art (music, performing arts, and fine art in cross-cultural perspectives) 
5. ethnic culture (ethnic cultures in  cross-cultural perspectives) 
6. tourism (tourist culture and tourist spots in the world) 
We will focus on the above six topics mainly to deepen our understanding of human 
culture from the anthropological perspectives. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

新しい知識や技能を学ぶことに関心や意欲をもつことができる。修得した知識・技能と社会
の現象を 関連づけて、新たな疑問や関心について積極的に学ぶ意欲を持つことができる。 
他者の発表や文章を傾聴し、読解して、その内容の要点をとらえ、自分の疑問や意見をまと
め、建設的な意見交換をすることができる。他者の主張を理解して、自分の意見や考えと他
者の意見を調整し て、互いに納得できる結論を得るこ とができる。 
世界の文化の多様性に対して理解を深め、文化人類学の基本的な視点や考えに基づいて、異
文化理解や社会現象の分析がで 

19.教科書・教材 
授業時に参考資料を配布します 
No textbook (Some reference materials will be distributed in class) 

20.参考文献 

『文化人類学キーワード[改訂版]』山下晋司・船曳建男編、有斐閣双書、2008 年 
『現代人類学のプラクシス：科学技術時代をみる視座』山下晋司・福島真人編、有斐閣アル
マ、2005 年 
These books are for reference only. You don't need to buy them. But if you would like to 
know more about cultural anthropology, I strongly recommend you to read them. 

21.成績評価 

①リアクションペーパー（講義内容についてのまとめと感想を書いたもの）１０％ 
②学期中に行うキーワード小テスト １０％ 
③映画レポート３０％ 
④期末レポート 3０％  
⑤ゲストスピーカーの話を聞いて書く小レポート 2０％ 
1. reaction paper (paper to summarize the key points of and write personal impression of 



each  
day's lecture) 10% 
2. short tests that will be con 

22.コメント 

＜授業の特徴＞ 
文化（異文化や自文化）というものに興味があり、普段あまり意識しないような観点から物
事（人や文化などについて）を考察したい人には特に楽しめる授業だと思います。また、教
育、医療、性とジェンダー、芸術、⺠族文化、観光といったテーマをおもに取り上げる予定
なので、特にこういうテーマに興味がある人にも楽しめると思います。さらに、文化人類学
の醍醐味であるフィールドワークのテクニックについても説明します。こうしたテクニック
は、人間観察法（人をより良く観察する方法）やインタビュー法（人からより良く情報を聴
き 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

文化人類学とは何か(What is Cultural 
Anthropology?) 
文化人類学の基本的特徴の紹介：文化人類学がどのよ
うな特徴をもつ学問であり、国際人の養成にとってい
かに重要であり、他の専門（考古学や社会学や⺠俗学
とはどう違うのかなどについて説明・紹介します。ま
た、文化人類学では、どのようなことが研究されてお
り、どのような社会貢献がされているかについても述
べます。(Basic introduction of cultural 
anthropology: I will introduce a 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第２回 

フィールドワーク入門１(Introduction to Fieldwork 
1) 
異文化（自文化も含む）理解の具体的方法としてのフ
ィールドワークの特徴、および、メリットとデメリッ
トについて紹介します。また、異文化（自文化も含
む）をよりよく理解するための心得や秘訣についても
紹介します。人間観察法やインタビュー法など、実社
会でも役立つフィールドワークのテクニックについて
も紹介します。(I will introduce basic 
characterisitics and concepts of anthro 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第３回 

フィールドワーク入門２(Introduction to Fieldwork 
2) 
私自身の中国や韓国や東南アジアやイギリスや北欧な
どでの経験に基づいて、フィールドワークの実際につ
いて具体的に紹介します。(Based on my own 
fieldwork experiences in China, Korea, Southeast 
Asia, U.K. and Norway, I will introduce what actual 
fieldworks are like.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第４回 

教育と文化 １(Education and Culture 1) 
教育を広く捉える文化化（人が文化を身につける過
程）という概念について説明し、それが人生をより良
く生きるうえでいかに重要な概念であるかについて考
えていきます。また、文化とパーソナリティの関係に
ついての研究も紹介します。(I will explain about the 
key anthropological concept of enculturation (a 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 



process of acquiring and learning a cu 

第５回 

教育と文化 ２(Education and Culture 2) 
「学校だけが学びの場ではない」という点を理解する
ために、学校教育や徒弟教育など世界のさまざまな教
育形態の比較をします。また、学校教育というものに
ついて、さまざまな観点から捉えて考察します。(I 
will compare various types of educational modes 
such as school education and apprenticeship. I will 
also introduce ways of a 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第６回 

医療と文化(Culture and Health&Healing) 
健康・病・癒しなどに関する文化的に多様な考え方に
ついて紹介します。特に、世界の興味深いさまざまな
癒しの実践について詳しく紹介します。(I will 
introduce culturally different ways of understanding 
health, sickness, and healing.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第７回 

⺠族文化(Ethnic Culture) 
植⺠地主義と⺠族文化の関係などについて取り上げま
す。また、世界のさまざまな⺠族文化の比較を行いま
す。(I will introduce the impact of colonialism on 
ethnic culture. I will also compare ethnic cultures 
from different parts of the world.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第８回 
文化人類学関連の映画鑑賞（watching a movie 
related to cultural anthroplogy）  

第９回 文化人類学関連の映画鑑賞（watching a movie 
related to cultural anthroplogy） 

 

第１０回 

性とジェンダー(Sex and Gender) 
文化や時代による男らしさ、女らしさ、セクシャリテ
ィ（性的志向）のあり方や多様性、および、結婚のあ
り方の多様性について取り上げます。(I will 
introduce culturally different ways of understanding 
masculinity and femininity, sexuality, and types of 
marriage.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１１回 

芸術と文化 １(Art and Culture 1) 
「芸術は美術館にだけあるものではない」という点を
理解するために、世界のさまざまな芸術を上演芸術や
視覚芸術やスポーツなどの幅広い文脈で捉えて考えま
す。(I will introduce ways of understanding art from 
a broad perspective by comparing different genres 
of art (such as performing arts and vidual art) and 
ar 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１２回 

芸術と文化 ２(Art and Culture 2) 
芸術と観光、芸術と政治、芸術と宗教の関係について
考えます。(I will explain and analyze the relations 
between art and tourism, art and politics, and art 
and religion.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１３回 
観光と文化 １（Tourism and Culture 1） 
観光の歴史、世界のさまざまな観光地の比較、観光地
に見られる観光文化の特徴について考えます。（I will 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 



introduce various tourist spots in the world as well 
as tourist culture seen in these spots. I will also 
introduce the history of tourism.） 

第１４回 

観光と文化 ２（Tourism and Culture 2） 
観光を十倍楽しむ方法について、および、観光をする
際の心得について紹介します。(I will introduce ways 
to enjoy tourism ten times more as well as things 
that we should keep in mind before participating in 
tourism.) 
 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１５回 

授業の総括(Summary) 
これまで取り上げた各テーマのおもな内容を総括し、
まとめます。(I will summarize the key points of all 
the lectures.) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ANT102-
Y51 

2.科目名 文化人類学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 
他学科からの受講も可能 

9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義（基本的には講義中心に授業を進めま
すが、映像資料も頻繁に使用します。映像
資料を見ながらわかりやすく異文化につい
て学んでいく授業です。また、必要に応じ
てディスカッションや発表も行います。） 
The class will proceed mainly by lectures 
with the aid of some visual materials 
which will be shown occasionally. When 
necessary, students are expected to enga 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

文化人類学とは、グローバルな視野をもったり、真の国際人になったり、豊かな見識を養う
ためにきわめて重要な学問です。文化人類学では、自分が興味と関心をもつ国や地域に実際
に行ってフィールドワークをし、メディアを通して間接的にではなく、自分の目と耳で異文
化や現地社会のことについて理解を深めていきます。私はこれまで、北米や北欧諸国、イギ
リス、インドネシア、カンボジア、ベトナム、フィリピン、タイ、中国、台湾、韓国、香
港、マカオなどの東南アジアや東アジア諸国でフィールドワークをやってきましたが、授業
ではこれらの国や地域で行ったフィールドワークの映像資料などもたくさん見せる予定で
す。 
また、この授業では、文化人類学の基礎のテーマである、教育、観光、性とジェンダー、⺠
族文化、芸術、癒しと健康などのトピックを取りあげて、それらについて比較文化的・多角
的に学んでいきます。たとえば、文化人類学では、「芸術は、美術館にあるものだけが芸術
ではなく、私たちの身の回りに普遍的に存在する、と捉えます。」なぜなら、祭りやスポー
ツやミュージシャンのコンサートにも、しばしば芸術的な側面が多々見られるからです。こ
のように、この授業では、私たちの生活とも密接な関連をもつこうしたテーマを取りあげ、
それらを幅広い視点で捉えることができる人材の育成を目指します。また、この授業では、
人間観察の仕方やインタビューの仕方など、社会に出ても役立つような実践的なフィールド
ワークの技についても学びます。 
 半期 15 回の授業ですが、授業を通して、異文化理解に役立つ３０〜４０本の映画や映像
資料も紹介します。そうした映像資料を通して、この授業では、異文化についての総合的な
理解を深めていくことを目指します。この授業は、いろいろな国の映画に興味がある人、ま
た、異文化に興味のある人にはとてもおススメです。文化人類学という授業名を見ると何か
難しそうに見えますが、少しも難しくありませんし、楽しくて役に立つ内容が満載の授業で
す。気軽に授業に来てみてください(^^♪ Please come check out the class. I assure you 
that you will like it a lot!  本授業は、英語で授業をおこないます。 
In this class, we will try to deepen our understanding of ethnic groups and cultures 
around the world through reference materials and visual materials. Cultural anthropology 
is an academic subject that tries to understand the diversity and universality of human 
culture through extensive fieldwork in particular societies. In this class, we will learn 



about the basic concepts and assumptions of cultural anthropology in order to expand 
our horizons and broaden our perspectives. 
I will be showing a lot of movies related to cultural anthropology. I will also show first-
hand fieldwork videos and pictures from my fieldwork in China, Indonesia, Norway, 
Denmark, U.K. and so on. If you like to watch videos and movies, I'm sure you will enjoy 
this class a lot! Cultural anthropology really help people to have a global perspective, so 
if you want to be a cosmopolitan person in the future, please come and check out this 
class. 
本科目では、私たちの日常生活とさまざまな関わりを持つ次の６つのテーマを文化人類学の
視点から取り上げます。 
１．教育（多様な教えや学びの在り方などについて） 
２．医療（癒しと健康と病などについて） 
３．性とジェンダー（男らしさ、女らしさ、結婚などについて） 
４．芸術（音楽や上演芸術など多様な芸術文化の比較） 
５．⺠族文化（さまざまな⺠族文化の比較） 
６．観光（さまざまな観光地と観光文化について） 
以上の６つのテーマを文化人類学の視点から比較文化的に取り上げて、それぞれのテーマに
ついて視野を広げることを目指します。 
We have six following themes as main topics in this class.  
1. education (about variety of learning and teaching) 
2. medicine (about concepts and practices of health and healing in different cultures) 
3. sex and gender (about concepts of masculinity and femininity and types of marriage in 
different cultures) 
4. art (music, performing arts, and fine art in cross-cultural perspectives) 
5. ethnic culture (ethnic cultures in  cross-cultural perspectives) 
6. tourism (tourist culture and tourist spots in the world) 
We will focus on the above six topics mainly to deepen our understanding of human 
culture from the anthropological perspectives. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

新しい知識や技能を学ぶことに関心や意欲をもつことができる。修得した知識・技能と社会
の現象を 関連づけて、新たな疑問や関心について積極的に学ぶ意欲を持つことができる。 
他者の発表や文章を傾聴し、読解して、その内容の要点をとらえ、自分の疑問や意見をまと
め、建設的な意見交換をすることができる。他者の主張を理解して、自分の意見や考えと他
者の意見を調整し て、互いに納得できる結論を得るこ とができる。 
世界の文化の多様性に対して理解を深め、文化人類学の基本的な視点や考えに基づいて、異
文化理解や社会現象の分析がで 

19.教科書・教材 
授業時に参考資料を配布します 
No textbook (Some reference materials will be distributed in class) 

20.参考文献 

『文化人類学キーワード[改訂版]』山下晋司・船曳建男編、有斐閣双書、2008 年 
『現代人類学のプラクシス：科学技術時代をみる視座』山下晋司・福島真人編、有斐閣アル
マ、2005 年 
These books are for reference only. You don't need to buy them. But if you would like to 
know more about cultural anthropology, I strongly recommend you to read them. 

21.成績評価 

①リアクションペーパー（講義内容についてのまとめと感想を書いたもの）１０％ 
②学期中に行うキーワード小テスト １０％ 
③映画レポート３０％ 
④期末レポート 3０％  
⑤ゲストスピーカーの話を聞いて書く小レポート 2０％ 
1. reaction paper (paper to summarize the key points of and write personal impression of 



each  
day's lecture) 10% 
2. short tests that will be con 

22.コメント 

＜授業の特徴＞ 
文化（異文化や自文化）というものに興味があり、普段あまり意識しないような観点から物
事（人や文化などについて）を考察したい人には特に楽しめる授業だと思います。また、教
育、医療、性とジェンダー、芸術、⺠族文化、観光といったテーマをおもに取り上げる予定
なので、特にこういうテーマに興味がある人にも楽しめると思います。さらに、文化人類学
の醍醐味であるフィールドワークのテクニックについても説明します。こうしたテクニック
は、人間観察法（人をより良く観察する方法）やインタビュー法（人からより良く情報を聴
き 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

文化人類学とは何か(What is Cultural 
Anthropology?) 
文化人類学の基本的特徴の紹介：文化人類学がどのよ
うな特徴をもつ学問であり、国際人の養成にとってい
かに重要であり、他の専門（考古学や社会学や⺠俗学
とはどう違うのかなどについて説明・紹介します。ま
た、文化人類学では、どのようなことが研究されてお
り、どのような社会貢献がされているかについても述
べます。(Basic introduction of cultural 
anthropology: I will introduce a 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第２回 

フィールドワーク入門１(Introduction to Fieldwork 
1) 
異文化（自文化も含む）理解の具体的方法としてのフ
ィールドワークの特徴、および、メリットとデメリッ
トについて紹介します。また、異文化（自文化も含
む）をよりよく理解するための心得や秘訣についても
紹介します。人間観察法やインタビュー法など、実社
会でも役立つフィールドワークのテクニックについて
も紹介します。(I will introduce basic 
characterisitics and concepts of anthro 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第３回 

フィールドワーク入門２(Introduction to Fieldwork 
2) 
私自身の中国や韓国や東南アジアやイギリスや北欧な
どでの経験に基づいて、フィールドワークの実際につ
いて具体的に紹介します。(Based on my own 
fieldwork experiences in China, Korea, Southeast 
Asia, U.K. and Norway, I will introduce what actual 
fieldworks are like.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第４回 

教育と文化 １(Education and Culture 1) 
教育を広く捉える文化化（人が文化を身につける過
程）という概念について説明し、それが人生をより良
く生きるうえでいかに重要な概念であるかについて考
えていきます。また、文化とパーソナリティの関係に
ついての研究も紹介します。(I will explain about the 
key anthropological concept of enculturation (a 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 



process of acquiring and learning a cu 

第５回 

教育と文化 ２(Education and Culture 2) 
「学校だけが学びの場ではない」という点を理解する
ために、学校教育や徒弟教育など世界のさまざまな教
育形態の比較をします。また、学校教育というものに
ついて、さまざまな観点から捉えて考察します。(I 
will compare various types of educational modes 
such as school education and apprenticeship. I will 
also introduce ways of a 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第６回 

医療と文化(Culture and Health&Healing) 
健康・病・癒しなどに関する文化的に多様な考え方に
ついて紹介します。特に、世界の興味深いさまざまな
癒しの実践について詳しく紹介します。(I will 
introduce culturally different ways of understanding 
health, sickness, and healing.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第７回 

⺠族文化(Ethnic Culture) 
植⺠地主義と⺠族文化の関係などについて取り上げま
す。また、世界のさまざまな⺠族文化の比較を行いま
す。(I will introduce the impact of colonialism on 
ethnic culture. I will also compare ethnic cultures 
from different parts of the world.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第８回 
文化人類学関連の映画鑑賞（watching a movie 
related to cultural anthroplogy）  

第９回 文化人類学関連の映画鑑賞（watching a movie 
related to cultural anthroplogy） 

 

第１０回 

性とジェンダー(Sex and Gender) 
文化や時代による男らしさ、女らしさ、セクシャリテ
ィ（性的志向）のあり方や多様性、および、結婚のあ
り方の多様性について取り上げます。(I will 
introduce culturally different ways of understanding 
masculinity and femininity, sexuality, and types of 
marriage.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１１回 

芸術と文化 １(Art and Culture 1) 
「芸術は美術館にだけあるものではない」という点を
理解するために、世界のさまざまな芸術を上演芸術や
視覚芸術やスポーツなどの幅広い文脈で捉えて考えま
す。(I will introduce ways of understanding art from 
a broad perspective by comparing different genres 
of art (such as performing arts and vidual art) and 
ar 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１２回 

芸術と文化 ２(Art and Culture 2) 
芸術と観光、芸術と政治、芸術と宗教の関係について
考えます。(I will explain and analyze the relations 
between art and tourism, art and politics, and art 
and religion.) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１３回 
観光と文化 １（Tourism and Culture 1） 
観光の歴史、世界のさまざまな観光地の比較、観光地
に見られる観光文化の特徴について考えます。（I will 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 



introduce various tourist spots in the world as well 
as tourist culture seen in these spots. I will also 
introduce the history of tourism.） 

第１４回 

観光と文化 ２（Tourism and Culture 2） 
観光を十倍楽しむ方法について、および、観光をする
際の心得について紹介します。(I will introduce ways 
to enjoy tourism ten times more as well as things 
that we should keep in mind before participating in 
tourism.) 
 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(60 minutes) 

第１５回 

授業の総括(Summary) 
これまで取り上げた各テーマのおもな内容を総括し、
まとめます。(I will summarize the key points of all 
the lectures.) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
A04 

2.科目名 評価と実践Ⅰ (教育福祉̲2022 年度生) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 
上原昭三、尾崎慶太、大⻄洋史、島川香織、谷口一也、春木裕美、松尾和宣、三好徹明、椋
田善之、吉田武大 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学生一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習生活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求められている能力観に関する概念について学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー  
研究室オフィスアワー 
※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先生にしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学 ※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間 ☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目



期 帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」
を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

ン」 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
A04 

2.科目名 評価と実践Ⅱ (こども学̲2020 年度生) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大平誠也、川村光、梶正義、谷口一也、鳥居深雪、松本恵美子、椋田善之、百瀬和夫 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学生一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習生活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念について学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), 立田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 



＋ 
2022 年春学
期 

外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の



2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
A05 

2.科目名 評価と実践Ⅱ (福祉学̲2020 年度生) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本秀樹、岩本裕子 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学生一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習生活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念について学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), 立田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 



＋ 
2022 年春学
期 

外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の



2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
A52 

2.科目名 
評価と実践Ⅱ (尼 経営 ̲20 年度生 22 年秋編
入) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、学生一人ひとりの自己評価能力を向上させ、日々の学習生活を充実させていくこ
とを目的にしています。具体的には、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について
理解を深め、大学での学修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・
涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという
PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使わ
れている能力観や評価制度に関する概念について学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は KUIS 学修ベンチマークの(1)自律性と(5)コミュニケーションスキルに関連しま
す。 
1.本学の教育目標に掲げる力・資質を理解する。 
2.主体的に目標をもち、計画を立てて実行する力（自律性）を涵養する。 
3.PDCA（Plan Do Check Act）サイクルにもとづく自己評価能力を向上する。 
4.エビデンスに基づく他者への説明力を向上する。 
5.評価方法や能力観に関する概念の知識を獲得する。 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), 立田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。  
 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（認定科目のため成績評価は行いません） 
〇全学共通で指定する要件 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2020 年度春・夏学期」「2020 年度秋・冬学期」「2021 年度春・夏学期」「2021 年度
秋・冬学期」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
「2020 春リフレクション」「2020 秋リフレクション」「2021 春リフレクション」「2021 秋
リフレクション」 
〇その他、学科で指定する要件がある場合は別途指定します。  
 

22.コメント 
評価と実践Ⅱは 2 年間の認定科目です。  
特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC を持参してください。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィス・アワー：木曜日 4 時間目（尼崎） 
学修支援センターオフィス・アワー：金曜日昼休み（山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2020 年 9 月
末リフレク

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以

☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 



ション・デ
イ＋秋学期  
 

外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。掲示、ユニバーサルパスポート、アド
バイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ☆ベンチマーク「2020 秋リフレクション」チェッ
ク登録 
 ☆成⻑確認シート「2020 年度春・夏学期」ふりか
えり入力 
 ☆成⻑確認シート「2020 年度秋 

【第 7 回 宿題】 
・ラーニング・ルートマップを確認・修正し
た後は、e ポートフォリオに必ず最新版をア
ップしてください。 
・学修成果サマリーに入れる記事やベンチマ
ーク項目を決めておきましょう。 

 
（次年度予
定） 
2021 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ☆ベンチマーク「2021 春リフレクション」チェッ
ク登録 
 ☆成⻑確認シート「2020 年度秋・冬学期」のふり
かえり入力 
 ☆成⻑確認シート「2021 年度春・夏学期」の目標
設定入力 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） 

☆【第 12 回 宿題】ラーニング・ルートマ
ップを確認・修正した後は、e ポートフォリ
オに必ず最新版をアップしてください。  
 

（次年度予
定） 
2021 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期  
 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ☆ベンチマーク「2021 秋リフレクション」チェッ
ク登録 
 ☆成⻑確認シート「2021 年度春・夏学期」ふりか
えり入力 
 ☆成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学期」目標設
定入力 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
Y08 

2.科目名 評価と実践Ⅱ （英コミ̲2020 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 片山真理、伊藤創、Jonathan Aliponga、百濟正和、渡邊頼純 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学生一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習生活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念について学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), 立田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 



＋ 
2022 年春学
期 

外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の



2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BRI303-
A51 

2.科目名 ブライダル産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 
専門科目 
展開 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 セレモニー産業論、セレモニー産業特論を
履修済みであることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本講義では、既存ビジネスの問題点について考察し、自ら立案したプランがビジネスとして
有効でかつ実行可能なプランであることを検証し、また結婚による経済効果についても調査
する。 
【概要】 
近年において、ブライダルはサービス産業としてビジネス化され、多様な形態を持つに至っ
ている。ブライダル市場に関する調査を実施し、既存ビジネスの問題点を改善するためのプ
ランや新規ビジネスのプランを立案する。 
また、ドレスコーディネーター認定試験対策を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力の学
修に関連しています。 
○既存ビジネスの改善点や新規ビジネスを提案することができる。 
○ウェディングプランナー論Ⅰ・Ⅱ・セレモニー産業特論をふまえて、企画立案したプラン
を実行できるようにする。 
○グループで異なったウェディングプランを企画・実行できるようにする。  
○結婚による経済効果について興味を持ち調査をする。 

19.教科書・教材 
特に指定しない。 
必要に応じて資料を配布する。 

20.参考文献 

ブライダル業界就職・転職ガイド 
ブライダル業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本  
ブライダル産業新聞  
ゼクシィ 他 

21.成績評価 

中間レポート(学外調査計画書） 20%  
中間レポート（学外調査報告書） 20％    
プレゼン評価 15%  
最終レポート 45% 

22.コメント 全回充電済み PC 持参のこと 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

「ガイダンス」 シラバスをベースに本講義の内容、
学習目標、目指すＫＵＩＳベンチマーク、アサインメ
ント、評価方法について案内する。  
・サービス産業動向調査からブライダル業界の現状を
探る。 

〇サービス産業動向調査を参照しブライダル
業界の現状を調べる。（次回提出） 

第 2 回 既存ビジネスの問題点  ◎グループワーク：ブライダル産業の業種を



ブライダル業界の様々な産業における既存ビジネスの
問題点と課題を探る 

分析（次回提出） 

第 3 回 
ブライダル業界の現状  
ブライダル業界の現状の考察、ブライダル業界の概要
を発表（個人） 

〇調査対象について調べてくる(会場・関連
業者・斡旋業者など） 

第 4 回 
学外調査準備① 仮説  
調査対象（会場・関連企業・フェア・斡旋業務など）
を想定し、調査計画書を作成する 

〇中間レポート 調査計画書の完成 

第 5 回 
学外調査準備② 発表  
同業 2 社の比較（立地・規模・業態） 

〇調査計画書に基づき行動計画をたてる 

第 6 回 
学外調査準備 見直し  
 見学ポイント・アンケート・洗い出し 〇調査対象アポイントメント 

第 7 回 学外調査 準備 （テーマ設定） 〇学外調査の準備 

第 8 回 
学外調査 準備 （テーマ検証） 
 成功と失敗の要因を探る 

〇中間レポート 学外調査報告書の作成 

第 9 回 
プラン造成の為の調査準備 
 改善提案・オリジナルプランの造成とリサーチ検証
準備 

◎グループワーク：リサーチ準備 

第 10 回 リサーチ（ヒアリング・アンケート調査）①計画  
第 11 回 リサーチ（ヒアリング・アンケート調査）②見直し  

第 12 回 

リサーチ（ヒアリング・アンケート調査）③まとめ 
  
 ※第 10 回から第 12 回までにリサーチ実施  
 調査対象の決定 成功事例・失敗事例の収集 

◎グループワーク リサーチまとめ 

第 13 回 
プラン提案 プレゼン準備 
 実行可能なプランの裏付けと提案 

〇PPT 準備（素材集め） 

第 14 回 
PPT プレゼン発表 
 全員で評価 

〇PPT 手直し 

第 15 回 

結婚による経済効果 
 ブライダル産業の中のビジネス提案 最終課題レポ
ート提出 
授業アンケート 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BRI304-
A51 

2.科目名 ビューティ・コーディネーター論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 本田あけみ 

5.授業科目の区分 
美容分野における実務
経験のある教員による
科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 
講義概要 
この授業では、９兆円と推定されるビューティビジネスの市場規模（サロンビジネス、コス
メティックビジネス、ブライダルビジネス）において、将来ビューティ業界を目指す学生の
ためのビジネス教育として「ビューティ・コーディネーター」の基礎を修得する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の?専門知識・技術の活用の学修に関連し
ています。本科目の目標は以下の通りです。 
①ビューティ業界への就職も視野にいれたビューティサロンでの「ビジネス・コミュニケー
ション」「接客の基本」「ビューティ・コーディネーターの業務」「基礎美容知識」を修得す
る。 
②「レセプショニスト」としてのビューティの基本知識を持ち、正しい言葉遣いと丁寧な接
客ができる。 
③ビューティービジネス検定に挑戦する。 
 

19.教科書・教材 
ビューティビジネス実務検定試験公式テキスト 1,760 円（定価 2,200 円 第１回授業で販
売） 
 

20.参考文献 

「サロンレセプショニスト」ジュディ・ベンチェラ著 同友館 
「BEAUTY×HEALTH JBCA 認定テキスト」NPO 法人日本ビューティ・コーディネーター
協会  
 

21.成績評価 

 
・ロールプレイング：20％（接客と電話応対）→レポートに変更の場合あり 
・小テスト：30％ ５回(各回 6 点） 
・最終課題：50％ 
 

22.コメント 

将来美容業界で働いてみたいと考えている方、「レセプショニスト」になりたいと考えてい
る方、美容に興味があって基本のビジネススキルや美容知識を習得したいと考えている方へ
の講義です。 
ロールプレイングも実施します。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー 月曜日 2 限目 
センターオフィスアワー 月曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1.9/26 
ガイダンス 
・シラバスをベースに本講義の内容、学習目標、目指

テキスト購入 



す KUIS ベンチマーク、アサインメント、評価方法に
ついて説明する。 
講義 
・社会人としての職業意識について p12-13 
 

2. 10/3 

・テーマ①「美容業で働くための基礎知識」 
  内容：美容業界の動きと働く職業    p14-29  
(苺谷講師） 
 

持参物：テキスト 
アサインメント：小テスト①本日の振り返り 

3. 10/17 

・テーマ②「トータルビューティ・コーディネーター
トとは」 
 内容：ビューティ・コーディネーターの仕事  p76-
95 （苺谷講師） 
 

持参物：テキスト 
アサインメント：小テスト②本日の振り返り 

4. 10/17 

・美容業で必要なビジネススキルについて① 
   内容：言葉によらないコミュニケーション p34-
35 
           ：表とグラフの読み方 p46-47 
           ：ビジネス用語集 p72-74 
 

持参物：テキスト 
 

5. 10/24 

・テーマ③「美容サロンのオペレーション」 
内容：カウンセリングスキルと物販セールススキル   
p96-116 
                    （苺谷講
師） 
 

持参物：テキスト 
アサインメント：小テスト③本日の振り返り 

6.10/31 
・テーマ「美容のメニューの基礎知識」ー１ 
      内容：美容サロンのメニュー説明   第３部全
般 （苺谷講師） 

持参物：テキスト 
アサインメント：小テスト④本日の振り返り 

7. 11/7 

・テーマ「美容のメニューの基礎知識」ー２ 
     内容：美容サロンのメニュー説明   第３部全般
（苺谷講師）  
 

持参物：テキスト 
アサインメント：小テスト⑤ 本日の振り返
り 

8. 11/7 

・テーマ「ビューティビジネス実務検定試験模擬試
験」 
 内容：模擬試験と解答解説     （苺谷講師） 
 

持参物：テキスト 
アサインメント：ビューティービジネス検定
準備。傾向と対策問題。 
 

9. 11/21 

・美容業で必要なビジネススキルについて② 
  内容：顧客志向の姿勢とホスピタリティ  
    ：サロンスタッフとしての身だしなみと円滑な
コミュニケーション  
                    p30-39  p148-149  (p34-35
除く） 
    
  
 

持参物：テキスト 
 

10. 11/28 
・美容業で必要なビジネススキルについて③  
 就業中の基本マナーと支持の受け方報告の仕方  

持参物：テキスト 



                   p40-43  
(演習あり） 
 報告書の書き方〜会議への参加 p44-49 (p46-47
除く） 
 

11. 12/5 

・美容業で必要なビジネススキルについて④  
    内容：印象の良い聞き方と話し方、敬語表現と正
しい言葉使い 
                          
p50-53   
  
 

持参物：テキスト 
  
 

12. 12/12 

・美容業で必要なビジネススキルについて⑤  
   内容：接客の基本と電話応対の基本ー１ p54-57 
p150-153    
 

持参物：テキスト 

13. 12/19 

・美容業で必要なビジネススキルについて⑥  
  内容：接客の基本と電話応対の基本ー２（ロールプ
レイング評価） 
                    p54-57 
p150-153 
 

持参物：テキスト 
アサインメント：統括試験準備。模擬テス
ト。 

14. 1/16 

・美容業で必要なビジネススキルについて⑦  
 内容：名刺交換の仕方〜SNS の活用まで（演習含
む）p62-71  
 

持参物：テキスト 
統括試験の準備をする。 

15. 1/23 

・まとめ 
・統括試験 
・授業アンケート  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS101-
M51 

2.科目名 発想法 （1/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時にはペアワークや少人数のグループワークを通じ
て解決していく。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は KUIS 学修ベンチマークの(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力に関連します。 
①論理的・多角的な視点で物事を考えることができる。 
②文章や状況を図解に表現して本質をとらえることができる。 
③拡散型あるいは収束型思考法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 
④企業で多用される代表的な思考のフレームワークを理解し、使用できる。 
⑤信用できる情報を集め、組み合わせたり連想したりして、フレッシュなアイデアを考え出
すことができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％（学習目標①②③④に対応） 
２．確認テスト・・・２０％（学習目標②④に対応） 
３．最終レポート・・・５０％（学習目標①②③⑤に対応） 

22.コメント 

＊掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスで受講するこ
と。 
＊毎回ノート PC を使用します。必ず、充電のうえ持参すること。 
＊テキストは第１回の授業から使用します。事前に教科書販売で購入すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進めます。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートを中心にした演習を行います。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、短絡的に解答欄を埋めるのでなく、じ
っくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 
・必ずしも個 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー 4 号館 4-14 研究室 ：水昼休み 



センターオフィスアワー みさお館 2 階 学修支援室 ：木昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等
について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 
 

〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 
〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 
第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 
第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
 

第 9 回 
第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇KJ 法を復習する。（120 分） 

第 10 回 
第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分） 

第 11 回 
第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 
〇第１２章を読む。（60 分） 
 



第 12 回 
最終レポートに向けた課題１を実施する。 
 

〇最終レポートに向けた課題１に取り組む。
（120 分） 

第 13 回 最終レポートに向けた課題２を実施する。 
〇最終レポートに向けた課題２に取り組む。
（120 分） 

第 14 回 最終レポートに向けた課題３を実施する。 
最終レポート課題発表 

 
〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS101-
M52 

2.科目名 発想法 （2/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
【概要】 
何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時にはペアワークや少人数のグループワークを通じ
て解決していく。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力
の学修に関連しています。 
①論理的・多角的な視点で物事を考えることができる。 
②文章や状況を図解に表現して本質をとらえることができる。 
③拡散型あるいは収束型思考法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 
④企業で多用される代表的な思考のフレームワークを理解し、使用できる。 
⑤信用できる情報を集め、組み合わせたり連想したりして、フレッシュなアイデアを考え出
すことができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％（学習目標①②③④に対応） 
２．確認テスト・・・２０％（学習目標②④に対応） 
３．最終レポート・・・５０％（学習目標①②③⑤に対応） 

22.コメント 

＊掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスで受講するこ
と。 
＊毎回ノート PC を使用します。準備しておくこと。 
＊テキストは第１回の授業から使用します。事前に教科書販売で購入すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進めます。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートを中心にした演習を行います。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、短絡的に解答欄を埋めるのでなく、じ
っくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 



・必ずしも個人の思考に引 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 限 
研究室オフィスアワー：⽕曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等
について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 
 

〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 
〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 
第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 
第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
 

第 9 回 
第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇KJ 法を復習する。（120 分） 

第 10 回 
第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分） 

第 11 回 
第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 



〇第１２章を読む。（60 分） 
 

第 12 回 
最終レポートに向けた課題１を実施する。 
 

〇最終レポートに向けた課題１に取り組む。
（120 分） 

第 13 回 最終レポートに向けた課題２を実施する。 〇最終レポートに向けた課題２に取り組む。
（120 分） 

第 14 回 最終レポートに向けた課題３を実施する。 
最終レポート課題発表 

 
〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS101-
M53 

2.科目名 発想法 （3/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山下泰生 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時には少人数のグループ活動を通じて解決してい
く。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。グループワークが中心となる回では、
グループとしてのプレゼンテーションも行う。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は KUIS 学修ベンチマークの(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力に関連します。 
１．社会で問題になっていることを、普段から気にかけることができる。 
２．既存の考えにとらわれず、フレッシュなアイデアを考え出すことができる。 
３．発想法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％ 
３．確認テスト・・・２０％ 
４．最終レポート・・・５０％ 

22.コメント 

掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスへ行くこと。 
＊テキストは、事前に教科書販売で購入し、第１回の授業に持参すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進める。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートへの書き込みを中心にした演習を行
う。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、直感で簡潔に解答欄を埋めるのでな
く、じっくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 
・必ずしも個人の思考に引きこもる必要はない。アイディアを受講者同士で交換 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー 副学⻑室 ：水昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等 〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 



について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 
 

〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 
第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 
第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
◎グループで発表準備をする。（240 分） 

第 9 回 第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇自分でテーマを決めて、KJ 法を復習す
る。（120 分） 

第 10 回 第 9 章 類比型思考法。NM 法について学ぶ。WS9.1 ◎グループで発表準備をする。（240 分） 

第 11 回 
第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第９章を復習する。（120 分） 
〇自分でテーマを決めて、NM 法を復習す
る。（120 分） 
 

第 12 回 
第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2  
最終レポートに向けた課題１を実施する。 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分）課題１ 



第 13 回 最終レポートに向けた課題２を実施する。 
〇最終レポートに向けた課題２に取り組む。
（120 分） 

第 14 回 
最終レポートに向けた課題３を実施する。 
最終レポート課題発表 

〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 
 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS101-
M54 

2.科目名 発想法 （4/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時には少人数のグループ活動を通じて解決してい
く。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。グループワークが中心となる回では、
グループとしてのプレゼンテーションも行う。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）問題発見・解決力、（4）多様性理
解、（5）コミュニケーション能力に関連する。 
１．社会で問題になっていることを、普段から気にかけることができる。 
２．既存の考えにとらわれず、フレッシュなアイデアを考え出すことができる。 
３．発想法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 

１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％ 
２．グループワークの達成度・参加度・・１０％ 
３．確認テスト・・・２０％ 
４．最終レポート・・・４０％ 

22.コメント 

掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスへ行くこと。 
＊テキストは、事前に教科書販売で購入し、第１回の授業に持参すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進める。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートへの書き込みを中心にした演習を行
う。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、直感で簡潔に解答欄を埋めるのでな
く、じっくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 
・必ずしも個人の思考に引きこもる必要はない。アイディアを受講者同士で交換しあ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等 〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 



について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 

〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 

第 5 回 
第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 
第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
◎グループで発表準備をする。（240 分） 

第 9 回 
第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇自分でテーマを決めて、KJ 法を復習す
る。（120 分） 

第 10 階 第 9 章 類比型思考法。NM 法について学ぶ。WS9.1 ◎グループで発表準備をする。（240 分） 

第 11 階 
第 9 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。NM 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第９章を復習する。（120 分） 
〇自分でテーマを決めて、NM 法を復習す
る。（120 分） 

第 12 階 

第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3    最終レ
ポート課題発表 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分） 

第 13 回 
第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 



〇第１２章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題に取り組む。（120 分） 

第 14 回 
第 12 章 コンセプト年表発想法。定性データを基に
した発想法の一つである、コンセプト年表について学
ぶ。WS12.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１２章を復習する。（120 分） 
〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS101-
M55 

2.科目名 発想法 （5/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
【概要】 
何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時にはペアワークや少人数のグループワークを通じ
て解決していく。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力
の学修に関連しています。 
①論理的・多角的な視点で物事を考えることができる。 
②文章や状況を図解に表現して本質をとらえることができる。 
③拡散型あるいは収束型思考法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 
④企業で多用される代表的な思考のフレームワークを理解し、使用できる。 
⑤信用できる情報を集め、組み合わせたり連想したりして、フレッシュなアイデアを考え出
すことができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％（学習目標①②③④に対応） 
２．確認テスト・・・２０％（学習目標②④に対応） 
３．最終レポート・・・５０％（学習目標①②③⑤に対応） 

22.コメント 

＊掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスで受講するこ
と。 
＊毎回ノート PC を使用します。準備しておくこと。 
＊テキストは第１回の授業から使用します。事前に教科書販売で購入すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進めます。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートを中心にした演習を行います。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、短絡的に解答欄を埋めるのでなく、じ
っくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 



・必ずしも個人の思考に引 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 限 
研究室オフィスアワー：⽕曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等
について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 
 

〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 
〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 
第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 
第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
 

第 9 回 
第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇KJ 法を復習する。（120 分） 

第 10 回 
第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分） 

第 11 回 
第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 



〇第１２章を読む。（60 分） 
 

第 12 回 
最終レポートに向けた課題１を実施する。 
 

〇最終レポートに向けた課題１に取り組む。
（120 分） 

第 13 回 最終レポートに向けた課題２を実施する。 〇最終レポートに向けた課題２に取り組む。
（120 分） 

第 14 回 最終レポートに向けた課題３を実施する。 
最終レポート課題発表 

 
〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS206-
A51 

2.科目名 発想法 (1/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時にはペアワークや少人数のグループワークを通じ
て解決していく。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力
の学修に関連しています 
①論理的・多角的な視点で物事を考えることができる。 
②文章や状況を図解に表現して本質をとらえることができる。 
③拡散型あるいは収束型思考法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 
④企業で多用される代表的な思考のフレームワークを理解し、使用できる。 
⑤信用できる情報を集め、組み合わせたり連想したりして、フレッシュなアイデアを考え出
すことができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 

20.参考文献  

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま
す。 
１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％（学習目標①②③④に対応） 
２．確認テスト・・・２０％（学習目標②④に対応） 
３．最終レポート・・・５０％（学習目標①②③⑤に対応） 

22.コメント 

＊掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスで受講するこ
と。 
＊毎回ノート PC を使用します。必ず、充電のうえ持参すること。 
＊テキストは第１回の授業から使用します。事前に教科書販売で購入すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進めます。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートを中心にした演習を行います。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、短絡的に解答欄を埋めるのでなく、じ
っくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 



・必ずしも個 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー 木曜日１限 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等
について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 
 

〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 
〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 
第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 
第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
 

第 9 回 
第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇KJ 法を復習する。（120 分） 

第 10 回 
第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分） 

第 11 回 
第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 



〇第１２章を読む。（60 分） 
 

第 12 回 
最終レポートに向けた課題１を実施する。 
 

〇最終レポートに向けた課題１に取り組む。
（120 分） 

第 13 回 最終レポートに向けた課題２を実施する。 〇最終レポートに向けた課題２に取り組む。
（120 分） 

第 14 回 最終レポートに向けた課題３を実施する。 
最終レポート課題発表 

 
〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS206-
A52 

2.科目名 発想法 (2/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時にはペアワークや少人数のグループワークを通じ
て解決していく。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は KUIS 学修ベンチマークの(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力に関連します。 
①論理的・多角的な視点で物事を考えることができる。 
②文章や状況を図解に表現して本質をとらえることができる。 
③拡散型あるいは収束型思考法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 
④企業で多用される代表的な思考のフレームワークを理解し、使用できる。 
⑤信用できる情報を集め、組み合わせたり連想したりして、フレッシュなアイデアを考え出
すことができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％（学習目標①②③④に対応） 
２．確認テスト・・・２０％（学習目標②④に対応） 
３．最終レポート・・・５０％（学習目標①②③⑤に対応） 

22.コメント 

＊掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスで受講するこ
と。 
＊毎回ノート PC を使用します。必ず、充電のうえ持参すること。 
＊テキストは第１回の授業から使用します。事前に教科書販売で購入すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進めます。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートを中心にした演習を行います。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、短絡的に解答欄を埋めるのでなく、じ
っくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 
・必ずしも個 

23.オフィスアワー 秋学期  



研究室オフィス・アワー：木曜日 4 時間目  
学修支援センターオフィス・アワー：水曜日昼休み（山手キャンパス） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等
について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 
 

〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 
〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 
第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
 

第 9 回 
第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇KJ 法を復習する。（120 分） 

第 10 回 
第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分） 

第 11 回 第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 
〇第１２章を読む。（60 分） 



 

第 12 回 最終レポートに向けた課題１を実施する。 
 

〇最終レポートに向けた課題１に取り組む。
（120 分） 

第 13 回 最終レポートに向けた課題２を実施する。 
〇最終レポートに向けた課題２に取り組む。
（120 分） 

第 14 回 
最終レポートに向けた課題３を実施する。 
最終レポート課題発表 

 
〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS206-
A53 

2.科目名 発想法 (3/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
【概要】 
何か入り組んだ問題を解決しようとするとき、そもそも何が問題なのかをきちんと整理して
考えないと、うまい解決方法が出てこないものだ。また、何か新しいものを生み出そうとす
るとき、やみくもにアイディアをこね回していても、発想が現実のものになるところまでは
なかなか到達しないことが多々ある。 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時にはペアワークや少人数のグループワークを通じ
て解決していく。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験と最終レポートを課す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力
の学修に関連しています。 
①論理的・多角的な視点で物事を考えることができる。 
②文章や状況を図解に表現して本質をとらえることができる。 
③拡散型あるいは収束型思考法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 
④企業で多用される代表的な思考のフレームワークを理解し、使用できる。 
⑤信用できる情報を集め、組み合わせたり連想したりして、フレッシュなアイデアを考え出
すことができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシートの提出状況と解答状況・・・３０％（学習目標①②③④に対応） 
２．確認テスト・・・２０％（学習目標②④に対応） 
３．最終レポート・・・５０％（学習目標①②③⑤に対応） 

22.コメント 

＊掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスで受講するこ
と。 
＊毎回ノート PC を使用します。準備しておくこと。 
＊テキストは第１回の授業から使用します。事前に教科書販売で購入すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進めます。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートを中心にした演習を行います。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、短絡的に解答欄を埋めるのでなく、じ
っくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 



・必ずしも個人の思考に引 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：金曜日 3 限 
研究室オフィスアワー：木曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行等
について説明する。 
ワークシート１（”蓮浦”の情報をまとめる） 
 

〇ワークシート１を完成させる。（90 分） 
〇第１章を復習する。（90 分） 

第 2 回 

第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 
ワークシート(以下 WS） 2.1(ナンバーについては教
科書を参照のこと） 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 
第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。WS3.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。WS4.1 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。WS5.1 5.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。WS6.1 6.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。WS7.1 7.2 
 学期の主題②（第 9 回発表) 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 
第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。WS8.1 
8.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第８章を復習する。（120 分） 
 

第 9 回 
第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。WS なし 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇KJ 法を復習する。（120 分） 

第 10 回 
第 10 章 フレームワークシンキング①。MECE の意
味と MECE を基礎にしたフレームワークの一つ、
PPM 等について学ぶ。WS10.1 10.2 10.3 

〇第１０章を復習する。（120 分） 
〇第１１章を読む。（60 分） 
〇最終レポート課題の資料を収集する。
（120 分） 

第 11 回 
第 11 章 フレームワークシンキング②。SWOT 分析
について学ぶ。WS11.1 11.2 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 



〇第１２章を読む。（60 分） 
 

第 12 回 
最終レポートに向けた課題１を実施する。 
 

〇最終レポートに向けた課題１に取り組む。
（120 分） 

第 13 回 最終レポートに向けた課題２を実施する。 〇最終レポートに向けた課題２に取り組む。
（120 分） 

第 14 回 最終レポートに向けた課題３を実施する。 
最終レポート課題発表 

 
〇最終レポート課題を完成させる。（120
分） 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 総まとめ  確認テスト実施 最終レポート提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS206-
A54 

2.科目名 発想法 (4/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、問題解決や新しいアイディアの創出についても一定の方法論があることを学
び、その方法論を実践的にいろいろ試しながら、現実の問題解決や創造的活動に役立つスキ
ルを身につけていく。 
【概要】 
授業は講義と演習を交互に繰り返しながら進行する。教科書に沿って、各章の解説を講義し
た後、章末の練習課題を時には個人で、時にはペアワークや少人数のグループワークを通じ
て解決していく。 
ほぼ毎回、ワークシートの提出を求めることになる。 
最後に、学んだ知識内容やスキルを確認するため、確認試験を課す。   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は KUIS 学修ベンチマークの(3)多様性理解、(4)問題発見・解決力に関連します。 
①論理的・多角的な視点で物事を考えることができる。 
②文章や状況を図解に表現して本質をとらえることができる。 
③拡散型あるいは収束型思考法の手法を身につけ、状況に応じて使い分けることができる。 
④企業で多用される代表的な思考のフレームワークを理解し、使用できる。 
⑤信用できる情報を集め、組み合わせたり連想したりして、フレッシュなアイデアを考え出
すことができる。 

19.教科書・教材 
『知のワークブック−大学生と新社会人のための』⽵田茂生・藤木清編、くろしお出版、
2014 年 
(学内での教科書販売で必ず入手すること) 

20.参考文献  

21.成績評価 
・ワークシートの提出状況と解答状況  60 点 
・確認テスト             40 点 

22.コメント 

＊掲示板にて、クラス指定を表示するので、第１回目の授業から指定のクラスで受講するこ
と。 
＊毎回ノート PC を使用します。必ず、充電のうえ持参すること。 
＊テキストは第１回の授業から使用します。事前に教科書販売で購入すること。  
・基本的には、毎回 1 章ずつ進めます。 
・各回、章ごとのポイント解説をした後、ワークシートを中心にした演習を行います。 
・「考えること」を中心課題にしている授業なので、短絡的に解答欄を埋めるのでなく、じ
っくり粘り強く考え、自分のオリジナリティを大いに発揮してもらいたい。 
・必ずしも個 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
・オリエンテーション 
・第 1 章 創造的思考法とは何か。この授業の進行

〇第１章を復習する。（90 分） 



等について説明する。 
 

第 2 回 
第 2 章 複眼的思考。ものごとを一つの視点からで
なく、複数の視点からみることを意識する。 

〇第２章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 3 回 第 3 章 論理的思考。論理性を重視した思考の基本
形式、演繹と帰納について学ぶ。 

〇第３章を復習する。（120 分） 
〇第３章を読む。（60 分） 

第 4 回 
第 4 章 因果関係。原因と結果のつながりを意識し
て、問題解決、将来予測などに役立てる。 

〇第４章を復習する。（120 分） 
〇第５章を読む。（60 分） 
 

第 5 回 第 5 章 図解思考法①。複雑な文章を明快に理解す
るための工夫を学ぶ。 

〇第５章を復習する。（120 分） 
〇第６章を読む。（60 分） 

第 6 回 
第 6 章 図解思考法②。よく利用される図解のパタ
ーンについて学ぶ。 

〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 7 回 
第 7 章 発散型思考法。ブレーンストーミングの方
法について学ぶ。 

〇第７章を復習する。（120 分） 
〇第８章を読む。（60 分） 

第 8 回 第 8 章 収束型思考法。KJ 法について学ぶ。 
〇第８章を復習する。（120 分） 
 

第 9 回 第 8 章 つづき（グループワーク〜プレゼンテーシ
ョン）。KJ 法の実践とその成果発表。 

〇KJ 法を復習する。（120 分） 

第 10 回 第 8 章 復習、第 9 章 類比型思考法の概要 
〇第９章を復習する。（120 分） 
 

第 11 回 第 10 章フレームワークシンキング 

〇返却されたワークシートを見て、必要があ
れば修正する。（30 分） 
〇第１１章を復習する。（120 分） 
〇第１２章を読む。（60 分） 
 

第 12 回 第 10 章復習 第 11 章フレームワークシンキング 
〇最終レポートに向けた課題１に取り組む。
（120 分） 

第 13 回 第 10 章グループワーク、第 11 章グループワーク 〇第 10 章、第 11 章の復習（120 分） 

第 14 回 第 11 章 SWOT 分析 
〇確認テストの準備として、全体の復習をす
る。（120 分） 

第 15 回 授業内テストとまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS207-
Y51 

2.科目名 思考法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際ビジネス
分野の実務経験を持つ
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全専攻 9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

経営学概論、発想法、マーケティングを履
修済みであること。ただし、2020 年度以
前の入学生については、発想法の履修済み
であることを条件としません。 
ビジネスモデルデザイン、マーケットリサ
ーチ、ビジネスモデツアセスメントを併せ
て履修することを推奨します。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
アクティブラーニング導入科目（ディスカ
ッション、ブレスト） 

16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】ビジネスを取り巻く環境は大きく変化し、それにともない求められる知識やスキル
も変化しています。 
このような中で、顧客やマーケットのニーズを的確にとらえ、最適な商品やサービスを開
発・提供するために知恵を絞ることが、企業の持続的活動やビジネスパーソンにとって益々
不可欠な要素となってきました。もちろんインターネット、AI の普及・発展により、膨大な
データも迅速に収集・分析することが可能になりましたが、一方で、脚光を浴びるようにな
ったのが私たち人間の「思考力」です。 
そのため、世の中には「〇〇シンキング」という様々な思考法、つまり経験則に基づいた
様々な問題解決の方法が洪水のように提起されるようになりました。 
本講義では、課題の発見や解決、新たなアイデアの創造など、ビジネスの現場で役立つ様々
な思考法について実際のビジネスシーンでの活用方法を交えながら学び、必要に応じて使い
こなすことができるスキルの習得をめざします。 
【概要】授業は、講義形式で進めますが、実際にいくつかの思考法を使ってのグループディ
スカッションやブレーンストーミング、ワーク、現地観察調査などのアクティブラーニング
を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(4）問題発見・解決力、 (5) コミュ
ニケーションスキル、 (6) 専門的知識・技能の活用力に対応しています。 
この授業の学習目標は、次の通りです。 
①基本的な思考法について理解し、説明することができる。 
②課題の発見・解決、アイデアの創出のために、適切な思考法を必要に応じて用いることが
できる。 
③グループディスカッション、ブレーンストーミングを効率よく効果的に行うことができ
る。 
この授業での学習を通じて、疑問を持ち、深く考え、豊かに発想する力を身につ 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 
ロジカル・シンキング (Best solution)/2001/東洋経済新報社/照屋 華子, 岡田 恵子 
完訳 7 つの習慣 人格主義の回復/2013/キングベアー出版/スティーブン・R.コヴィー  
 エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする/ 2014/かんき出版/グレッグ マキュ



ーン  
論点思考/ 2010/東洋経済新報社/内田 和成 
イシューからはじめよ──知的生産の「シンプルな本質」/ 2010/英治出版/安宅和人  
問題発見プロフェッショナル―「構想力と分析力」/ 2001/ダイヤモンド社 

21.成績評価 

課題①戦略立案…20％（ルーブリックによる評価）【学習目標の①、②、③に対応】 
課題②ビジネスモデル作成…20％（ルーブリックによる評価）【学習目標の①、②、③に対
応】 
課題③問題解決策…20％（ルーブリックによる評価）【学習目標の①、②、③に対応】 
課題④問題解決策Ⅱ…20％（ルーブリックによる評価）【学習目標の①、②、③に対応】 
課題⑤解決策の発表…20％（ルーブリックによる評価）【学習目標の①、②、③に対応】 

22.コメント 

・授業内での個人ワーク、ディスカッション、ブレーンストーミングを行います。 
・神⼾市内での観察調査等のフィールドワークを行います。調査期間を設定するので、その
期間内の休日、授業時間外に実施して下さい。調査に要した時間は第 14 回授業出席として
カウントします。 
・ノート、筆記用具は必ず持参して下さい。 
・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 
・理解するのが難しい場合は、遠慮せずに質問して下さい。また、OH も活用して下さい。 

23.オフィスアワー 木曜日 4 限目、5 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

《イントロダクション》 
授業計画、評価方法、評価基準等について説明しま
す。 
《ブロック１》思考法とは 
①講義：思考法とは何か、様々な思考法が溢れている
背景とは、思考法は実際のビジネスシーンでどう使わ
れているのか、思考法を用いる上での留意点や限界と
はなど、思考法を学ぶ上で理解しておくべきポイント
について学びます。 
②グループワーク：ブレスト、ディスカッションのた
めのマインドセットについて学び、ディスカッション
とエクササイズを練習します。 

 

【第 2 回】 

《ブロック 2》基本的な思考法 
①講義：クリティカルシンキング（批判的思考） 
前提となっている「論理」、つまり「常識」、「前例」、
「通説」、「慣習」などに対して、「本当にそうなの
か？」と疑問を投げかける思考法について学びます。 
②ディスカッション：課題を提示しますので、クリテ
ィカルシンキングを用いてディスカッションしてもら
います。 

 

【第 3 回】 

《ブロック 2》基本的な思考法 
①講義：ラテラルシンキング（水平思考） 
既成の理論や概念にとらわれず、様々な異なる角度か
ら物事を見たり、物事の新しい組合せを考えること
で、自由なアイデアを生み出すための思考法を学びま
す。 
②ブレーンストーミング：課題を提示し、ラテラルシ
ンキングを用いてアイデアを出してみましょう。 

 



【第 4 回】 

《ブロック 2》基本的な思考法 
①講義：ロジカルシンキング（論理的思考） 
「考え方に筋道を通し、主張と根拠を論理的に説明す
る。つまり、因果関係（原因・結果）、相関関係、包
含関係などに整理して考える思考法について学びま
す。ビジネスシーンでは、「相手が納得できること」、
共感、共鳴を得ることが重要になります。 
②ブレーンストーミング：課題を提示し、ロジカル・
シンキングを用いて課題解決策を提案してみましょ
う。 

 

【第 5 回】 

《ブロック 3》戦略立案のフレームワーク 
①講義：３C、SWOT、PEST、5 フォースなど戦略立
案に用いる主なフレームワークについて学びます。 
 

 

【第 6 回】 

《ブロック 3》戦略立案のフレームワーク 
①講義：３C、SWOT、PEST、5 フォースなど戦略立
案に用いる主なフレームワークについて学びます。 
 

【課題①】 
いずれかのフレームワークを用いた戦略立案
を作成してもらいます。（個人ワーク） 

【第 7 回】 

《ブロック 3》戦略立案のフレームワーク 
①講義：３C、SWOT、PEST、5 フォースなど戦略立
案に用いる主なフレームワークについて学びます。 
②ディスカッション：個人ワーク（課題①）で作成し
た戦略立案を持ち寄り、ディスカッションを通じて、
ベストな戦略を立案します。 

 

【第 8 回】 

《ブロック 4》マーケティングのフレームワーク 
①講義：STP、ポジショニングマップ、４P、製品ラ
イフサイクル、AISAS、バリュー分析などマーケティ
ングのフレームワークを学びます。 
※ビジネスモデルキャンパスを詳しく学びたい方はビ
ジネスモデル・デザインを履修して下さい。 

 

【第 9 回】 

《ブロック 4》マーケティングのフレームワーク 
①講義：STP、ポジショニングマップ、４P、製品ラ
イフサイクル、AISAS、バリュー分析などマーケティ
ングのフレームワークを学びます。 
※ビジネスモデルキャンパスを詳しく学びたい方はビ
ジネスモデル・デザインを履修して下さい。 

【課題②】 
マーケティングのフレームワークを用いてビ
ジネスモデルを作成します。（個人ワーク） 

【第 10 回】 

《ブロック 4》マーケティングのフレームワーク 
①ディスカッション：課題②で作成したビジネスモデ
ル案を持ち寄り発表し、ディスカッションを通じてベ
ストモデルを作成します。 

 

【第 11 回】 

《ブロック 5》問題解決のフレムワーク 
①講義：AS IS/TO BE、プロセスマップ、ロジックツ
リー、SWOT など問題解決のためのフレームワーク
を学びます。 

 

【第 12 回】 

《ブロック 5》問題解決のフレムワーク 
①講義：AS IS/TO BE、プロセスマップ、ロジックツ
リー、SWOT など問題解決のためのフレームワーク
を学びます。 

【課題③】 
問題解決のためのフレームワークを用いて、
解決策を作成してもらいます。（個人ワー
ク） 



【第 13 回】 

《ブロック 5》問題解決のフレムワーク 
①講義：AS IS/TO BE、プロセスマップ、ロジックツ
リー、SWOT など問題解決のためのフレームワーク
を学びます。 
②グループワーク：解決策の案（課題③）を持ち寄
り、発表し、ディスカッションを通じてベスト解決策
を作成します。 

【課題④】 
現実の課題を与えますので、課題解決策を複
数のフレムワークを用いて立案してもらいま
す。 

【第 14 回】 

《ブロック 6》街に出かけよう 
①観察調査：課題を与えますので（課題④）、課題解
決策を見つけるために現地調査を行い、複数のフレー
ムワークを用い、解決策の提案を行ってもらいます。 
※調査期間を設けますので、その期間内の休日や授業
時間外に現地調査を行ってください。その現地調査を
第 14 回授業とします。 

 

【第 15 回】 
《ブロック 6》街に出かけよう 
①発表と評価：各自の解決策案を発表し、相互評価し
ます。 

【課題⑤】 
課題解決策の発表（個人ワーク） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS208-
Y51 

2.科目名 イノベーション論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際ビジネス
分野の実務経験を持つ
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 専攻共通 9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

経済学概論、経営学概論、マーケティン
グ、発想法を履修済みであること。ビジネ
スモデルデザイン、消費者行動、マーケッ
トリサーチ、思考法を履修済または合わせ
て履修することが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義 
アクティブラーニング導入科目（ディスカ
ッション、ブレスト、プレゼンテーショ
ン） 

16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】Innovation という言葉は、J.A.シュンペーターが著書「経済発展の理論」の中で提
唱した経済発展論の中心的な概念で、直訳すると「革新」や「刷新」という意味を持ちま
す。労働，土地などの生産要素の組合せを変化させたり，新たな生産要素を導入したりする
企業家の行為を指します。生産技術の変化だけでなく，新市場や新製品の開発，新資源の獲
得，生産組織の改革あるいは新制度の導入なども含まれるとされています。シュンペーター
はイノベーションにより投資需要や消費需要が刺激され，経済の新たな好況局面がつくりだ
され，経済発展の最も主導的な要因であるとしています。一方で既存産業に壊滅的な影響を
与え、市場構造を一変させる場合もあります。 
現在では、国際的な経済構造や私たちの社会生活、社会構造にまで大きな影響を与えるもの
として認識され、ウイズコロナ、国際関係の緊張・混乱、更に進むグローバリゼーション、
それらにともなう価値観の変化など観光産業界をとりまく環境が大きく変動する中、イノベ
ーションを担う人材が求められています。 
本講義では、イノベーションが生まれる背景要因、構成要素、プロセス、イノベーションが
もたらす影響を理解し、さらにイノベーションを起こすための考え方やマネジメントのあり
方、イノベーションの阻害要因について考察し、イノベーションを生むためのアプローチと
マネジメントに関する知識とスキル、そしてマインドセットを身につけることをめざしま
す。 
【概要】授業では、講義に加え、個人ワークとグループ・ディスカッションを組み合わせ繰
り返して行い、段階的に理解を深め、スキルを身につけ、革新的なアイデアのプレゼンテー
ションの実践を目指します。このため、主体的な事前学習により自分の考えを明確化し、そ
れをベースに建設的な議論に積極的に参加することが求められます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本講義の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1) 自律的で主体的な態度 （自律
性）、(4）問題発見・解決力、(6) 専門的知識・技能の活用力に対応しています。 
本講義の学習目標は、次の通りです。 
①イノベーションの目的、必要性、プロセス、影響、阻害要因等を理解し説明することがで
きる。 
②イノベーション・ファクターを発見する多角的な視点を獲得する。 
③イノベーション創出のためのアプローチを理解し、実践できること。 
④イノベーション創出のための環境を整えるマネジメントについて理解し、説明できるこ
と。 



19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 
「経済発展の理論(初版)]/ 2020/日本経済新聞社/J.A.シューペンター 
「イノベーションのジレンマ」/2018/翔泳社/クレイトン・クリステンセン 
「破壊的イノベーション」2013/中央経済社/藤本雄一郎 

21.成績評価 

課題①事例研究…10％【学習目標①②に対応】（提出事例評価） 
課題②アイデア創出…10％【学習目標①②③⑤に対応】（ルーブリック評価） 
課題③コンセプト・メイキング…20％【学習目標①②③⑤に対応】（ルーブリック評価） 
課題④プレゼンテーション資料作成…20％【学習目標①②③④に対応】（ルーブリック評
価） 
課題⑤プレゼンテーションと他者評価…40％【学習目標①②③④⑤に対応】（ルーブリック
評価） 

22.コメント 

・個人ワークとグループ・ディスカッション、教員とのディスカッションを多用しますの
で、主体的な事前学習により自分の考えを明確化し、それをベースに建設的な議論に積極的
に参加することが求められます。 
・よくわからない時などは、OH を活用するか、チューター、メンターを活用して下さい。 
・筆記用具とノートを持参のこと 
・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 
・すべての講義が最終課題につながっていますので、出来うる限り欠席しないように心がけ
て下 

23.オフィスアワー 木曜日（4 限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

《イントロダクション》 
学習目標、授業計画、評価方法、評価基準について説
明します。 
《ブロック 1》イノベーションとは 
①講義：「イノベーションの理論」 
イノベーションの構成要素、アプローチ、影響、マネ
ジメントなど基本的な理論について学び、イノベーシ
ョンの意味についての考察を深めます。 
 

【課題①】 
次々回の授業までにイノベーションの事例を
複数調査して来ましょう。 
 

【第 2 回】 

《ブロック 1》イノベーションとは 
①講義：「イノベーター理論」 
イノベーションの普及に関するイノベーター理論につ
いて考察します。 
②グループワーク：調べて来たイノベーション事例を
グループ内で発表し合い、イノベーションとして認識
できる事例なのかどうかについてディスカッションを
行い、結果を発表してもらいます。 
 

 

【第 3 回】 

《ブロック 1》イノベーションとは 
①講義：「イノベーションヒストリーⅠ」 
日本、世界のイノベーション事例について学び、その
事例を参考にイノベーションのパターン、イノベータ
ーのマインドセット、イノベーションが市場や社会に
与える影響について考察します。 
②グループワーク：学んだイノベーション事例につい
て、イノベーションを実現した構成要素とアプローチ

 



についての考察を深めます。 

【第 4 回】 

《ブロック 1》イノベーションとは 
①講義：「イノベーションヒストリーⅡ」 
日本、世界のイノベーション事例について学び、その
事例を参考にイノベーションのパターン、イノベータ
ーのマインドセット、イノベーションが市場や社会に
与える影響について考察します。 
②グループワーク：学んだイノベーション事例につい
て、イノベーションを実現した構成要素とアプローチ
についての考察を深めます。 

 

【第 5 回】 

《ブロック 1》イノベーションとは 
①講義：「イノベーションヒストリーⅢ」 
日本、世界のイノベーション事例について学び、その
事例を参考にイノベーションのパターン、イノベータ
ーのマインドセット、イノベーションが市場や社会に
与える影響について考察します。 
②グループワーク：学んだイノベーション事例につい
て、イノベーションを実現した構成要素とアプローチ
についての考察を深めます。 

 

【第 6 回】 

《ブロック 1》イノベーションとは 
①講義：「イノベーションのジレンマと破壊的イノベ
ーション」 
イノベーションによる市場、マネジメントへの影響と
イノベーションをコントロールするためのマネジメン
トについて学びます。 

 

【第 7 回】 

《ブロック 2》イノベーションへのアプローチ 
①講義：「イノベーション・アプローチの手法Ⅰ」 
イノベーションを生み出すためのフレームワークやマ
ネジメントの具体的手法について学びます。 

 

【第 8 回】 

《ブロック 2》イノベーションへのアプローチ 
①講義：「イノベーション・アプローチの手法Ⅱ」 
イノベーションを生み出すためのフレームワークやマ
ネジメントの具体的手法について学びます。  
 

【課題②】 
イノベーションにつながる新たな価値提案ア
イデアを複数考えましょう。（個人ワーク） 

【第 9 回】 

《ブロック 3》イノベーション・アイデア 
①グループワーク：「イノベーション・アイデアのデ
ザインⅠ（エクササイズ）」 
イノベーション・アイデア（課題②）を発表し合い、
ブレストを通じて、構成要素やアプローチ、効果、影
響の視点から評価し合います。 

【課題③】 
ブレストの結果を基に一つのアイデアに絞り
込み、ビジネスモデルとしてデザインし、基
本コンセプトシートを作成します。 

【第 10 回】 

《ブロック 3》イノベーション・アイデア 
①グループワーク：「イノベーション・アイデアのデ
ザインⅡ（エクササイズ）」 
イノベーション・アイデアのコンセプト・シート（課
題③）を発表し合い、ブレストを通じてさらにインプ
ルーブメントします。   
 

 

【第 11 回】 《ブロック 3》イノベーション・アイデア 【課題④】 



①講義：「イノベーション・アイデアのデザインⅢ
（エクササイズ）」 
イノベーション・アイデアをビジネスモデル提案書及
びプレゼンテーション資料にまとめる手法を学びま
す。 

プレゼンテーション資料の作成（個人ワー
ク） 

【第 12 回】 

《ブロック 4》イノベーションの阻害要因 
①講義：「日本におけるイノベーションの現況と課
題」 
日本におけるイノベーションの現況と課題について、
海外との比較により考察します。 
②全体ディスカッション：日本におけるイノベーショ
ンの阻害要因とそれを乗り越える方法についてディス
カッションを行います。 

 

【第 13 回】 
《ブロック 5》プレゼンテーションⅠ 
①プレゼンテーションと評価：イノベーション・アイ
デアを各自発表し、全員で評価を行います。 

【課題⑤】 
プレゼンテーションと評価を行います。（個
人ワーク） 

【第 14 回】 

《ブロック 5》プレゼンテーションⅡ 
①プレゼンテーションと評価：イノベーション・アイ
デアを各自発表し、全員で評価を行います。  
 

【課題⑤】 
プレゼンテーションと評価を行います。（個
人ワーク） 

【第 15 回】 

《ブロック 7》リフレクション 
①講義：「イノベーターのマインドセット」 
イノベーションを生み出すためには、どのような考え
方、行動が必要なのかについて考察します。 
②全体ディスカッション：全員でイノベーターとなる
ためのコンピテンシーについて議論します。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS209-
Y51 

2.科目名 ＤＭＯ論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
この科目は、地域の観光振興において注目されている DMO（Destination 
Management/Marketing Organization）と呼ばれる組織について学び、組織的な観光地経
営の手法を身につけることを目的としています。  
【科目の概要】 
日本の多くの地方は、過疎化や経済の停滞によって厳しい状況に置かれています。それに対
して政府は「観光立国」「地方創生」といった施策で、地域の資源を活かした観光地域づく
りを推進してきました。そのなかで注目されるようになったのが DMO という組織です。海
外の観光地では、自治体と⺠間事業者が協力して観光地域経営を推進し、成功を収めていま
す。この講義では、日本と欧米の観光地経営と DMO の特徴を比較しつつ、効果的かつ持続
可能な観光地域経営を担う組織のあり方と手法を学びます。 
将来、地方の観光地域活性化や自治体での観光地域振興に取り組むことを目指す人にとって
は、本科目で学ぶ知識や手法は大いに役立つことでしょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP と関連しています。 
（１）自立的で主体的な態度 
（４）問題発見・解決力 
（６） 専門的知識・技能の活用力 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①観光地経営とはなにか説明できる。 
②DMO とはなにか説明できる。 
③プレイスブランディングの手法について説明できる。 
④DMO に必要な要素を説明できる。 

19.教科書・教材 特に定めない。 

20.参考文献 

高橋一夫『DMO 観光地経営のイノベーション』学芸出版社、2017 年 
宮崎裕二・岩田賢 編『DMO のプレイス・ブランディング』学芸出版社、2020 年 
高坂晶子『オーバーツーリズム：観光に消費されないまちの作り方』学芸出版社、2020 年 
馬場正尊、ｌ中江研ほか『CREATIVE LOCAL：エリアイノベーション海外編』学芸出版社、
2017 年 
大社充『DMO 入門 官⺠連携のイノベーション 』(地方創生シリーズ),事業構想大学院大
学、2018 年 
その他、適宜授業で紹介します。 

21.成績評価 
課題レポート  ・・・20％  【学習目標①②③④に対応】 
到達度確認試験 ・・・30％  【学習目標①②③に対応】 
総括試験    ・・・50％  【学習目標①②③④に対応 

22.コメント 
『観光地域活性化』という言葉や、『地方創生』といった言葉は耳にしたことがあると思い
ます。では、どのようにしたら「観光」を通じて地域が活性化し、再生するのでしょうか。
または、そもそも「地域が活性化する」というのはどのような状態になることでしょうか。



DMO という組織とその手法を学びながら、より良い地方・地域のあり方について考えてみ
てください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算出
の方法・進め 
方の確認、受講上の留意点などについて） 
ディスカッション：観光と地域活性化のあり方 

予習：DMO について基本的な情報を調べて
くる。 

第 2 回 日本の観光地経営の歴史と課題 
・グループワーク：日本の観光地の課題を考える 

予習：日本の観光地域活性化の成功事例を一
つ上げて、その概要とポイントをまとめ
る・・・課題① 
復習：地域活性化のさまざまな側面について
まとめておく。 

第 3 回 
デスティネーション・マネジメントの考え方とその歴
史 
・グループワーク：「地域」とは？ 

予習：「地域」の捉え方について調べてく
る。 
復習：日本の地域活性化の課題について整理
する。 

第 4 回 
デスティネーション・マネジメントの構成要素 
 

予習：デスティネーション・マネジメントに
必要な要素を調べてまとめておく。 
復習：デスティネーション・マネジメントが
必要とされる理由についてまとめる。 

第 5 回 

デスティネーション・マネジメントの要素①「観光資
源」 
・ディスカッション：観光資源の保全と活用のバラン
ス 
 

予習：歴史的町並みの保全と活用の事例とし
て、イタリアの「アルベルゴ・ディフーゾ」
について調べておく。 
復習：デスティネーション・マネジメントの
構成要素を整理しておく。 

第 6 回 

デスティネーション・マネジメントの視点② 
「観光サービス」 
・ディスカッション：地域の視点から観光サービスを
考える 
 

予習：地域内の観光サービス（宿泊や飲食、
観光施設）の連携について事例を調べてお
く。 
復習：オーバーツーリズムの事例を一つあ
げ、地域が取った対策を調べてまとめなさ
い・・・課題② 

第 7 回 

デスティネーション・マネジメントの要素③「交通マ
ネジメント」 
・グループワーク：神⼾の交通マネジメントの課題を
考える 
 

予習：観光地で利便性を高めるための交通シ
ステムの工夫について調べてくる。 
復習：観光地の観光サービス連携のポイント
を整理しておく。 

第 8 回 到達度確認試験 
復習：前半の授業のノートを見直し、要点を
まとめておく。 

第 9 回 

デスティネーション・マネジメントの要素④ 
「プレイス・ブランディング」（１） 
・グループワーク：神⼾のブランドイメージを分析す
る 
 

予習：「ブランディング」とはなにかについ
て調べておく。 

第 10 回 
デスティネーション・マネジメントの要素④ 
「プレイス・ブランディング」（２） 

予習：世界の DMO のブランドプロモーショ
ンについて、事例を一つ調べてくる。 



・グループワーク：神⼾市のブランドプロモーション
を分析する 
 

復習：プレイス・ブランドのさまざまな類型
について自分で事例を探して調べてみる。 

第 11 回 

デスティネーション・マネジメントの要素⑤ 
「観光地域の持続可能性」 
・ディスカッション：地域におけるウエルビーイング
と観光の関係を考える 
 

予習：サスティナブル・ツーリズムの概念と
手法について調べておく。 
復習：プレイス・ブランディングのポイント
を整理しておく。 

第 12 回 

海外 DMO の事例分析① 
「ハワイ州（アメリカ合衆国）」 
・グループワーク：ハワイ観光局の HP を分析する 
 

予習：ハワイ州の観光情報を集めて整理して
おく。 
復習：観光と地域社会のウエルビーイングの
関係について自分の考えをまとめる・・・課
題③ 

第 13 回 

海外 DMO の事例分析② 
「欧州の DMO」 
・グループワーク：欧米各国の DMO の HP を比較分
析する。 
 

予習：欧州の DMO を一つ選んで、その HP
に目を通しておく。 
復習：ハワイ州 DMO の取り組みの特徴をま
とめておく。 

第 14 回 

日本の DMO の事例分析 
・ディスカッション：神⼾の観光振興にとって必要な
ことは？ 
 

予習：日本版 DMO から一つを選び、その活
動を調べておく。 
復習：欧州 DMO の特徴をまとめておく。 

第 15 回 総括試験 
予習：それまでの授業の内容を振り返り、要
点を整理しておく。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS304-
A51 

2.科目名 ビジネスプロモーション 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義では以下に定義する「ビジネスプロモーション」を実践するために必要なスキル
（コンピテンシー）を修得することを目的とする。 
■ ビジネス：営利・非営利、組織形態等を問わない「事業目的を実現するための活動の総
称」。その最終目標（ゴール）は「新しい社会的価値の創出」。 
■ プロモーション：そのゴールを実現するための手法・プロセス。 
■ ビジネス環境の変化：①グローバリゼーションとデジタル・トランスフォーメーション
（DX）の急速な進展、②「持続可能な開発目標（SDGs：エス・ディー・ジーズ）」国連の
17 の目標、③終息が見通せない COVID-19 感染拡大・ウクライナ情勢など、ビジネス環境
の大きな変化への対応を視点として講義を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■ グローバルなビジネス環境・組織・経営の実態を理解し、戦略的なマネジメントを実践
する能力を身につける。 
■ 「グローバルなビジネス環境で活躍できる個性豊かな人材となる」を目標に、社会人に
求められ 3 つの基礎力を知識⇒理解⇒スキル（コンピテンシー）として総合化し、実践する
能力を身につける。 
1) 自ら情報を収集し、変化の中から問題の所在を見つける発見力 
2) 発見した問題を独創的に解決し、新しい価値を生み出す創造力 
3) 自分の考えを発信し、他者と共有・共感できるコミュニケーション力 

19.教科書・教材 指定なし（毎回プリント資料を配布） 
20.参考文献 初回講義（ガイダンス）で提示する 

21.成績評価 

■ 講義ノート ･････ 20% 
 「ビジネス・プロモーション」専用のノート（A4 版）を作成し、毎回の講義ノートを以下
の項目に従って作成する。第 1 回授業で配布するワークシートを参照。 
 1) Expectation（予習を通じての講義への期待） 
 2) Summary & Key Words（講義内容のまとめ） 
 3) Reflection & Questions（振り返り：分かったこと、分からなかったこと。よかった
こと、よくなかったこと。） 
 4) アサインメント（宿題） 
■ 学修成果発表 ppt 資料作 

22.コメント 

この講義では、講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバリ企業における
マネジメント経験と、現在行っている企業コンサルテーション経験をベースに、ビジネス最
前線の事例を用いて講義概要で定義した「ビジネスプロモーション」の具体的手法を修得す
る。なお、使用するテキストの一部には英文資料が含まれる。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
＜ガイダンス&イントロダクション＞ 
■ 授業計画（シラバス）の説明 
■ この講義を通してどのようなビジネス・スキル

■「ビジネス・プロモーション」専用のノー
ト（A4・横書き）を準備し、毎回の授業に
持参する。 



（コンピテンシー）を身に付けることができるか? 
■ 知識・理解とスキルの違い 
■ ビジネスとは? 新しい社会的価値の創出を目的
とした事業活動 
■ プロモーションとは?  仮説⇒検証の繰り返し
による問題発見・解決のプロセス 
■ ビジネスプロモーションとは? 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 2 回】 

＜①グローバリゼーションと、②デジタルトランスフ
ォーメーション（DX）の急速な進展、③2020 年に発
生した COVID-19 感染拡大、によるビジネス環境の
変化を理解する＞ 
■ Think Global, Act Local 
■ IoT、AI 
■ Pandemic 
 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 3 回】 

＜問題発見・解決のスキルを身に付ける＞ 
■ グローバル企業 Haemonetics Corporation（ア
メリカ）のケーススタディ 
■ Global Competency Model 
■ WV Model“7-Step Problem Solving Method” 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 4 回】 
＜問題解決にチームで取り組む＞ 
■ Team Building 
■ Leadership 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 5 回】 

＜CM づくりで、「伝える」を学ぶ･･･電通「広告小学
校」の演習(1)＞ 
■ CM の基礎を学び、チームで CM を制作する  
■ ABC チョコレート CM 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 6 回】 

<CM づくりで、「伝える」を学ぶ･･･電通「広告小学
校」の演習(2)> 
■ 自分探検 CM のストーリーを制作する 
 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 7 回】 
<CM づくりで、「伝える」を学ぶ･･･電通「広告小学
校」の演習(3)> 
■ 自分探検 CM のストーリーを制作する 

■ 課題：「自分探検 CM」の PowerPoint
プレゼンテーション資料を作成し、
WebClass に提出する（詳細は講義で指示す
る）。 
■ 第 1 回ノート提出 

【第 8 回】 

＜Innovation：企業に学ぶ新しい社会的価値の創出＞ 
■ 両利きの経営 
■ Open Innovation 
■ Connecting the Dots 
■ Risk Management 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 9 回】 
＜国連「持続可能な開発目標（SDGs：エス・ディ
ー・ジーズ）」17 の目標＞ 
■ SDGs の 17 の目標を理解する 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 10 回】 

＜問題解決のスキルを身に付ける･･･WV Model“7-
Step Problem Solving Method”の演習(1)＞ 
Step-1：テーマの設定･･･問題を明確にする 
■ Mind Map 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 



■ Visual Thinking Strategy 
■ SMART Goal Setting 

【第 11 回】 

＜問題解決のスキルを身に付ける･･･WV Model“7-
Step Problem Solving Method”の演習(2)＞ 
Step-2：データの収集と解析･･･現状を把握する 
Step-3：原因の究明･･･真因を掘り下げる 
■ Tree Diagram/ Logic Tree 
■ 5 Whys 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 12 回】 

＜問題解決のスキルを身に付ける･･･WV Model“7-
Step Problem Solving Method”の演習(3)＞ 
Step-4：解決手段の立案と実施･･･解決策（仮説）を
抽出し、実施する 
Step-5：成果の評価･･･仮説の有効性を検証する 
Step-6：標準化･･･プロセスを共有し、成果を定着さ
せる 
Step-7：振り返りと次の課題の設定･･･問題解決に終
わりはない 
■ Solution Selection Matrix 
■ 4W1H&1C 
■ Shared Learning 
■ Con 

■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 13 回
目】 

＜問題解決のスキルを身に付ける･･･WV Model“7-
Step Problem Solving Method”の演習(4)＞ 
■ 各自のチャレンジ目標の設定  
国連の「持続可能な開発目標（SDGs：エス・ディ
ー・ジーズ）」17 の目標の中から 1 つを選んで、問題
解決のテーマを設定する 
■ PowerPoint Presentation 資料の作成 

■ 課題：「SDGs の問題解決」の
PowerPoint プレゼンテーション資料を作成
し、WebClass に提出する（詳細は講義で指
示する）。 
■ 第 2 回ノート提出 

【第 14 回】 
<授業の総括と振り返り> 
 

■ 課題：e-Portfolio へ「振り返り」を投
稿する。 
 

【第 15 回】 <最終確認試験＞  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS304-
Y51 

2.科目名 ビジネスマナー 3.単位数 2 

4.授業担当教員 町田都 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 座学、実習 

16.履修制限 
本科目はロールプレイなどの実習を行うため、履修人数を 30 人までとします。 
30 名を超えた場合は、第 1 回目の初講を受講した学生から選考しますので、受講希望学生
は、第一回目の講義に必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

現役客室乗務員（CA）からビジネスマナーの基本を実習やロールプレイを通して学びま
す。 
単に知識やスキルを身に付けるだけではなく、ビジネスマナーの必要性を「おもてなし」の
こころから考える姿勢も学びます。他者との違いを理解し、相手のこころを考えながら行動
することで、急激な社会の変化にも対応できる人材となるための基礎力が養えます。 
ロールプレーイングにより実践的なスキルを学ぶと同時に、講義やグループディスカッショ
ンから社会が求めるマナーについて考察します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(5)コミ
ュニケーションスキル】に関連しています。 
本科目の学習目標は、以下のとおりです。 
①学生時代においてインターンシップなどで経験する社会人との接触において、ビジネスマ
ナーを理解した対応ができる。 
②身だしなみ、挨拶などの基本的なマナーに加え、敬語を適切に使用した対面におけるコミ
ュニケーションができる。 
③メールでのやり取りなどで必要となるビジネス文書の基本を理解し、適切な非対面におけ
るコミュニケーションができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。 

20.参考文献 
特にありませんが、ビジネスマナーに関する書籍を一読後、履修されると理解が深まりま
す。 

21.成績評価 

①授業参画度（ロールプレイへの参画）・・・５０点 （講義の要点を的確に掴んで、参画
意識をもって自発的にロールプレイなどに臨む）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・２０点 （グループワークにおいて自らの意見を積極的に発信し、
他者の意見を傾聴する。ルーブリック-チームワークを評価基準とする。）※学習目標④に対
応 
③確認テスト・・・３０点 （講義全体を通して基本的なビジネスマナーに関する設問に正
答することができる）※学習目標①、②、③、④に対応 

22.コメント 

大学生そして社会人になるにつれ様々な分野の人との交流が増えていきます。 
実践的な学習からスキルだけでなくその奥にある考え方を習得し、実習を通して体得してい
く事で 
どのようなシーンにおいても堂々と振る舞う事ができる人材を目指していきましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で対応します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

予習：次回の予習 



【第 2 回】 

講義および実習【職業意識の確立】 
社会−産業−組織について理解する。 
社会で求められる力について理解する。  
社会に出るまでに出来ることを理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 3 回】 
講義および実習【マナーⅠ：身だしなみ】 
ホスピタリティの考え方と身だしなみの必要性を習得
する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 4 回】 講義および実習【マナーⅠ：挨拶】 
挨拶などの基本をロールプレイを通して習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 5 回】 
講義および実習【マナーⅠ：話し方と聞き方】 
ビジネスシーンで欠かせない相手に伝えるスキルと相
手の話を聴き取るスキルを習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 6 回】 
講義および実習【マナーⅡ：電話応対の基本】 
電話の受け答え、メールの送受信などの基本を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 7 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語①】 
尊敬語、謙譲語、丁寧語などの敬語の使い方を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 8 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語②】 
様々なシーンを想定したロールプレイを行い、敬語を
習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 9 回】 
講義および実習【マナーⅡ：報告・連絡・相談】 
組織において業務を行う場合の基本である、報・連・
相の重要性を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 10 回】 
講義および実習【マナーⅡ：来客・訪問】 
来客における対応ならびに訪問時の名刺交換などにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 11 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネス文書の基本】 
ビジネスにおける様々な場面における文書の作成につ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 12 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネスメール】 
ビジネスにおけるメールでのやり取りについて、その
基本を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 13 回】 講義および実習【マナーⅣ：会食】 
食事におけるマナーについて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 14 回】 

講義および実習【マナーⅣ：葬式・結婚式などイベン
ト】 
結婚式および葬式などのイベントにおけるマナーにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習および第 2 回確認テスト
に備えてここまでの振り返り 

【第 15 回】 
講義および実習【ビジネスマナーのまとめ】 
ビジネスマナーに関する振り返り 
確認演習および確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS308-
M51 

2.科目名 ビジネスプロモーション 3.単位数 2 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 

展開科目／メディア・
コンテンツ産業におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 
3 年生〜 
 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

・営利・非営利、組織形態等に関わらず「新しい社会的価値の創出」を目的とし、この目的
を実現するための手法およびプロセスである「プロモーション」を設計・実施するための知
識と応用力の修得。 
・ビジネスを取り巻く急速かつ大きな外部環境の変化に対応できるプロモーションの策定・
計画。 
グローバリゼーション、デジタル・トランスフォーメーション（DX）、パンデミックや災
害、地政学的リスク、持続可能な開発目標（SDGs）国連の 17 目標など。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の（1）自立性、（4）問題発見・解決力に関連して、以下の能力の修得に目標
を設定しています。 
 ①激変するビジネス環境にある経営の実態を理解し、これまで学んだ経営学理論を経営戦
略の策定に応用する力。 
②自ら情報を収集し、真に解決すべき課題を見つけ、解決する過程で新しい価値を生み出す
ことができる力。 
③自ら発信しながら、他者の多様な意見を尊重し理解しながら複層的視点で考えられる力。 

19.教科書・教材 英文図書：翻訳版が 2022 年 6 月以降、刊行予定。刊行後、公開。 

20.参考文献 
『日本経済新聞』最新版より抜粋、日本経済新聞社 
『ハーバード・ビジネス・レビュー』より抜粋、ダイヤモンド社 
上記の必要ページも含め、論文やメディア記事などのコピーを配布します。 

21.成績評価 
① 中間課題       30 (学習目標①②③） 
② 期末課題     40  (学習目標①②③） 
③ 授業での発言／ミニプレゼン    30 (学習目標①②③） 

22.コメント 

・毎回、授業のポイントをまとめて配布します。これをノートとして使ってください。 
・身近な課題をこれまでに学んだ経営理論を使って解決できないか考える習慣をつけて下さ
い。 
・授業では日々の発見も含め自分の考えを積極的に伝えて下さい。様々な考え方を発信し理
解しようとする姿勢こそ授業への大きな貢献です。お互いにどんな意見も貴重なものと捉え
て尊重しましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室：木曜日昼休み 
メディアライブラリー：⽕曜日昼休み 
授業の前後の時間も可能な限り対応しますので活用してください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

オリエンテーション： 
・授業の目的と構成、課題、プレゼンテーション、発
言／貢献、評価 

 



イントロダクション： 
・本科目の目指す知識とスキル 
・課題発見と解決のプロセス 
・外部環境と事業戦略 

第 2 回 
規模の経済 
・企業価値を爆増させたネットフリックスの周到すぎ
る、ストリーミング事業戦略 

教科書 
 第 1 章 

第 3 回 
 

ネットワーク経済 
・ブランチアウトが頼りにしたリンクトインとフェイ
スブックの、ユーザー価値 

教科書 
・第 2 章 

第 4 回 
 

乗換コスト 
・ヒューレット・パッカードが離れられない、SAP
の低い顧客満足度と高い顧客維持力 

教科書 
 第 4 章 

第 5 回 
 

ブランディング 
・ブルーボックスを開ける瞬間のためなら高くはな
い、ティファニーのダイヤモンド指輪 

教科書 
 第 5 章 

第 6 回 
 

競合なきリソース 
・業界の希望と革新の象徴『トイ・ストーリー』と会
社の快進撃を実現した、ピクサーの人材集団「ブレイ
ン・トラスト」 

教科書 
 第 6 章  
中間課題 配布 

第 7 回 
 

戦略の動力学 
・コーニングの光ファイバーとソニーのプレイステー
ションが創り出した、説得力のある価値 

教科書 
 第 8 章 

第 8 回 
 

中間課題 
 プレゼンテーション 
『ネットフリックスと日本市場』 

教科書 
 第 9 章 

第 9 回 
 

中間課題 
 プレゼンテーション 
『ネットフリックスと日本市場』 

教科書 
  第 3 章 

第 10 回 
時間とプロセス 
・トヨタが公開し GM が再現できなかった、トヨタ
生産方式「ＴＰＳ」の真相 

教科書 
 第 7 章 

第 11 回 
 

先行企業が失うもの 
・誰もやりたがらなかったバンガードの、パッシブ、
オープンエンド、ノーロード型ファンド 

教科書 
 第 3 章 

第 12 回 
パワー獲得のタイミング 
・「インテル入ってる」に続くタイミング、「ようこ
そ、IBM」で終わるタイミング 

教科書 
 第 9 章 

第 13 回 

外的環境要因とビジネス、機会とリスク 
・パンデミック 
・カントリーリスク 
・気候リスク 
・技術革新 
・循環性と変異性 

・教科書および第 1 回からの配布資料すべ
てを持参すること。 
・期末課題「事例研究」配布 

第 14 回 
期末課題 
  プレゼンテーション 
 『恵比寿ガーデンプレイス（A)：社⻑の決断』 

期末課題のデータ提出 
授業終了時に発言表を回収します。 



     事業は続行すべきか、中止すべきか 

第 15 回 

期末課題 
  プレゼンテーション 
 『恵比寿ガーデンプレイス（A)：社⻑の決断』 
    事業は続行すべきか、中止すべきか  
事例研究のポイント解説 
評価の公開 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0101-
Y51 

2.科目名 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰⅠ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

現代の情報化社会において、学生・社会人として必ず必要となるコンピュータ・リテラシー
（読み書きの能力）を身につけるための初級講座。コンピュータなどの情報機器の基礎的知
識を理解するとともに、パソコンやネットワークなどを活用し、情報の収集、加工、伝達、
蓄積といった研究・学習などの知的活動に広く通用する技術を習得することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Internet で情報検索ができる 
2. e-mail の送受信ができる 
3. MS-Office の Word でレポートが作成できる 
4. PowerPoint によるプレゼンテーション用スライドを作成し発表できる 
5. Excel でデータの集計・グラフ作成ができる 

19.教科書・教材 
『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版 
他に資料を適宜配布 

20.参考文献 同上 

21.成績評価 

授業各回での課題作業ファイルの提出・・・3 点×15 回＝45 点 【学習目標 1〜5 に対応】 
課題 1：Email の書き方・・・10 点 【学習目標 2 に対応】 
課題 2：レポートの作成・・・15 点 【学習目標 3 に対応】 
課題 3：プレゼンテーション・・・15 点 【学習目標 4 に対応】 
課題 4：アンケートの集計・・・15 点 【学習目標 5 に対応】 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 

22.コメント 大学生活で必要な基礎的情報スキルを学びます。1 年前期に必ず受講してください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：Windows 基礎(教科書 p4-31)，本講座の説
明，学内情報環境 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ
ンイン，Email 設定・送信 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 2 回】 

PC 基礎 
講義：PC 基礎，情報検索，利用上のモラル，日本語
IME について(p35-44) 
作業：日本語入力の練習，Email 送信 

今回の復習：配布資料の復習 
次回の予習：日本語入力の練習 

【第 3 回】 
E-Mail 
講義：E-Mail の書き方 
作業：課題 1 Email の作成 

課題提出：課題 1 を提出 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 



【第 4 回】 

ワープロ（Word）① 
講義：基礎(p32-62)、ページ設定(p48-49)、ショー
トカット 
作業：会議案内(p53-61) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 5 回】 

ワープロ（Word）② 
講義：基礎 2，レポートの書き方(スタイル、余白、
ページ番号、改ページ) 
作業：会議案内 2(p63-76)，サンプルレポート作成 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 6 回】 
ワープロ（Word）③ 
講義・作業：箇条書き，写真と図の挿入・調整，ちら
しの作成(p77-91) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：レポート作成の準備 

【第 7 回】 
ワープロ（Word）④ 
作業：課題 2 レポートの作成 

課題提出：課題 2 を提出 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 8 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）① 
講義・作業：基礎(p194-204) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 9 回】 プレゼンテーション（PowerPoint）② 
講義・作業：アニメーション(p210-217) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：課題 3 のテーマを決めて構想
を考える 

【第 10 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）③ 
講義・作業：音楽・ビデオの挿入，課題 3-1 スライ
ドの作成 

課題提出：課題 3 発表資料を作成・提出 
次回の予習：発表のリハーサルをしておく 

【第 11 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）④ 
作業：課題 3-2 プレゼンテーション 

今回の復習：発表で指摘された箇所を修正 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 12 回】 
表計算（Excel）① 
講義・作業：基礎(p96-117) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 13 回】 表計算（Excel）② 
講義・作業：関数(p120-137) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 14 回】 
表計算（Excel）③ 
講義・作業：グラフ(p142-147)，課題 4 の準備 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：課題 4 をできるところまでや
っておく 

【第 15 回】 表計算（Excel）④ 
作業：課題 4 アンケートの集計 

課題提出：課題 4 を提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0102-
Y51 

2.科目名 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科・総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
コンピューターリテラシーⅠ（1）を修得
しているか，それに相当する知識・スキル
を有する者に限ります． 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 情報教室の収容人数の都合により，履修者数上限は 50 名です． 

17.授業の目的と概要 

現代の情報化社会において、学生・社会人として必ず必要となるコンピュータ・リテラシー
（読み書きの能力）を身につけるための初級講座。コンピュータなどの情報機器の基礎的知
識を理解するとともに、パソコンやネットワークなどを活用し、情報の収集、加工、伝達、
蓄積といった研究・学習などの知的活動に広く通用する技術を習得することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Internet：情報検索ができる 
2. e-mail：適切なメールを作成できる 
3. 文書作成：Word でレポートが作成できる 
4. 数値計算：Excel で適切な関数を使用してアンケートデータの集計・グラフ作成ができる 
5. プレゼンテーション：PowerPoint によるプレゼンテーション用スライドを作成し発表で
きる 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 
20.参考文献 『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版，他 

21.成績評価 

授業各回での作業ファイルの提出・・・2 点×15 回＝30 点 【学習目標 1〜5 に対応】 
課題 1：Email・・・5 点 【学習目標 2 に対応】 
課題 2：Word・・・10 点 【学習目標 3 に対応】 
課題 3：Excel・・・35 点 【学習目標 4 に対応】 
課題 4：PowerPoint(＋Video)・・・15（+5）点 【学習目標 5 に対応】 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 
※課題 4 の Video 編集は必須ではありません． 
 

22.コメント 

オリジナル教材で進めます．毎回 Web 経由で講義資料と作業ファイルを配布します．授業
で扱った作業ファイルを授業後にメールで提出してもらいます． 
MS-Office の基本的スキルを習得済み（コンピューターリテラシー1 修得済み程度）の人が
受講してください． 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：本講座の説明，PC 基本スキル・メール設定確
認 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ

復習：配布資料の復習 



ンイン，Email 設定・送信 

【第 2 回】 

PC の基礎 
講義：PC 基礎，ファイル・データ管理、Cloud サー
ビス， 
作業：Email 送信 

復習：配布資料の復習，ドキュメントフォル
ダの整理 

【第 3 回】 
Internet 情報検索とメール 
講義：情報検索，利用上のモラル，メールの書き方 
作業：【課題 1 e-mail】 

課題提出：【課題 1 e-mail】を提出 
復習：配布資料の復習 

【第 4 回】 
文書作成① 
講義：Word の基礎（レポート・ビジネス文書） 
作業：サンプルレポートの作成 

復習：配布資料の復習 

【第 5 回】 

文書作成② 
講義：Word の応用 
 レポート応用：表紙，ヘッダーフッター，脚注 
 その他：箇条書き・写真・オートシェイプ・差し込
み印刷 
作業：【課題 2 Word】 

課題提出：【課題 2 Word】を提出 

【第 6 回】 数値分析① 
講義・作業：Excel の基礎（基礎・入力） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 7 回】 
数値分析② 
講義・作業：Excel の基礎（参照） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 8 回】 
数値分析③ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 1 SUM，
AVERAGE，COUNT） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 9 回】 
数値分析④ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 2 IF，COUNTIF） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 10 回】 
数値分析⑤ 
講義・作業：Excel の基礎（グラフと分析） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 11 回】 
数値分析⑥ 
講義・作業：Excel の応用（データベース、アンケー
トの集計） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 12 回】 
数値分析⑦ 
講義・作業：Excel の応用（伝票の集計），【課題 3 
Excel】 

課題提出：【課題 3 Excel】を提出 
復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 13 回】 

プレゼンテーションⅠ 
講義：PowerPoint の基礎，ビジュアル表現，ムービ
ーの作成 
作業：【追加課題 Video 編集】 

課題提出：【追加課題 Movie】を提出 
復習：配布資料の復習 

【第 14 回】 
プレゼンテーションⅡ 
作業：プレゼン資料の作成・発表 
   プレゼン実習【課題 4 Powerpoint】 

復習：発表資料を完成させる 
予習：発表のリハーサルをしておく 

【第 15 回】 
プレゼンテーションⅢ 
作業：プレゼン実習【課題 4 Powerpoint】 

課題提出：【課題 4 Powerpoint】発表資料を
提出 
復習：発表で指摘された箇所を修正 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0104-
Y52 

2.科目名 日本語表現（応用） （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
現代社会学部 
（総合社会学科・観光学科） 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】大学生・社会人に必要とされる文章表現のきまりやテクニックを修得することを目
的とします。 
【概要】講義や質疑応答によって注意すべきポイントの理解を深めた上で、実際に文章を書
いてもらいます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は DP の３「多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携して
いく力」、S1「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力」、
S2「社会や文化について科学的に理解する力」、S3「新たな文化創造のための豊かな感性を
涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連しています。 
（※2020 年度以降の対応する DP は（2）社会的貢献性（3）多様性理解（5）コミュニケー
ションスキルです。） 
学習目標は以下の通りです。 
①目的に合わせた効果的な文章が書ける。 
②説得的な論説文が書け 

19.教科書・教材 毎回プリントを配付します。 
20.参考文献 授業の中で適宜紹介します。 

21.成績評価 
①授業中の質疑応答や提出課題を含む積極的な取り組み 60％ ［学習目標①〜③に対応］ 
②学期末の最終課題 40％ ［学習目標①〜③に対応］ 

22.コメント 
学習したテーマに関連する記事などを積極的に調べて読み、自分の意見を持つようにしてく
ださい。 

23.オフィスアワー 月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス、エッセイ的な文章を書く 今回の復習、次回の予習 
【第 2 回】 エントリーシートを書く 今回の復習、次回の予習 
【第 3 回】 エッセイを書く(1)：狙いと構成法 今回の復習、次回の予習 
【第 4 回】 奨学生に応募する 今回の復習、次回の予習 
【第 5 回】 社会問題について論じる(1)：論説文の構成法 今回の復習、次回の予習 
【第 6 回】 社会問題について論じる(2)：効果的な論じ方 今回の復習、次回の予習 
【第 7 回】 サービス案内を作る 今回の復習、次回の予習 
【第 8 回】 中途採用の応募書類に転職理由を書く 今回の復習、次回の予習 

【第 9 回】 
エッセイを書く(2)：枠組みの文、描写、セリフの使
い方 

今回の復習、次回の予習 

【第 10 回】 
レポートや論文を書く(1)：論文の基本的な構成、事
実・意見・行動を述べる文 今回の復習、次回の予習 

【第 11 回】 レポートや論文を書く(2)：論文のモデル 今回の復習、次回の予習 
【第 12 回】 レポートや論文を書く(3)：レポートの悪い例、修正 今回の復習、次回の予習 



の方法 

【第 13 回】 社会問題について論じる(3)：最終課題の説明、複数
の社説を読み比べる 

今回の復習、次回の予習、最終課題の準備 

【第 14 回】 社会問題について論じる(4)：批判力をみがく 今回の復習、最終課題の準備 
【第 15 回】 最終課題作成 今回のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0105-
Y51 

2.科目名 総合英語Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語の中級の教科書を使用して、日常の出来事や社会的な話題について学びます。N２レ
ベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること。 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること。 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること。 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％  課題提出：10％ 
N２文法発表：10％  短作文発表：10％ 
中間試験：20％  総括試験：20％ 
N２文法試験：20％ 

22.コメント 
教科書の購入については、初回の授業時に指示します。 
シラバスのコピーを必ず持参してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
・N２文法プリント 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・N２文法プリント 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
・N２文法プリント 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
・N２文法プリント 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
・短作文作成 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
・N２文法プリント 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・N２文法プリント 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N２文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-66］文法 AB
練習 
【第 16 回】 
・N２文法プリント 
・短作文作成 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-76］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
・短作文作成 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
●N２文法試験 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
・N２文法試験返却、解説 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0107-
Y51 

2.科目名 総合英語Ⅲ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常生活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講生全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today III by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

23.オフィスアワー 授業終了後 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1  April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Bumper Stickers 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Bumper Stickers 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  Picnics 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 Picnics 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0107-
Y52 

2.科目名 総合英語Ⅲ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件 特にありません。 11.先修条件 特にありません。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特にありません。 
17.授業の目的と概要 様々な状況に対応できる総合的な英語表現を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「3.多様な価値観を認め、他者とのコ
ミュニケーションを深め、連携していく力」「S1.修得した知識・技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力」の修得に関連しています。 
① TOEIC 試験で 400 点から 500 点レベルを獲得できる、若しくは英語検定試験準２級並び
に２級合格出来るようになる事を最終目標とするために初級英単語・熟語の習得、初級英語
文法を再学習する。 
②英語で書かれた多岐に渡る内容のテキストを読みそしてそのエッセンスを把握出来る文法
知識・英単 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配付します。 
20.参考文献 ケンブリッジ大学出版の English Grammar in Use 初級 

21.成績評価 

以下の点数配分に基づいて成績評価をする。 
毎回の授業中に課されるリスニング、文法及び単語・熟語確認クイズ ３０点（学習目標の
②③に対応） 
授業で課された課題提出 ３０点（学習目標の②に対応） 
英語のテキスト読解力・コミュニケーション技能を図る総括試験 ４０点（学習目標の
①②③に対応） 
 

22.コメント 
授業内で進行する学習は復習・予習が重要であることを認識してください。授業には積極的
に参加すること。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
基礎英単語・熟語 （15） 
基礎接続詞(2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 2 回】 
基礎英単語・熟語 （16） 
基礎前置詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 3 回】 基礎英単語・熟語 （17） 
基礎前置詞 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 4 回】 基礎英単語・熟語 （18） 
基礎前置詞(3) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 5 回】 基礎英単語・熟語 （19） 
基礎比較級 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 



【第 6 回】 
基礎英単語・熟語 （20） 
基礎比較級 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 7 回】 
基礎英単語・熟語 （21） 
基礎現在完了 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 8 回】 
基礎英単語・熟語 （22） 
基礎現在完了 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 9 回】 
基礎英単語・熟語 （23） 
基礎冠詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 10 回】 
基礎英単語・熟語 （24） 
基礎冠詞 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 11 回】 基礎英単語・熟語 （25） 
基礎代名詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 12 回】 基礎英単語・熟語 （26） 
基礎代名詞 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 13 回】 
基礎英単語・熟語 （27） 
基礎不定代名詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 14 回】 
基礎英単語・熟語 （28） 
基礎形容詞 (1) 

1.今回の復習 
2.課題完成 

【第 15 回】 全学習項目振り返りと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0108-
Y51 

2.科目名 総合英語Ⅳ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件 特にありません。 11.先修条件 特にありません。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特にありません。 

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to enable you to interact in English on a basic level. 
Although all four skills will be incorporated in this course, emphasis will be placed on 
listening and speaking. Special attention will be given to pronunciation and intonation. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「3.多様な価値観を認め、他者とのコ
ミュニケーションを深め、連携していく力」「S1.修得した知識・技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力」の修得に関連しています。 
①Communication Skill 
②Knowledge: vocabulary building and general knowledge 
③Presentations: skits and speeches 

19.教科書・教材 プリント教材を配付します。 
20.参考文献  

21.成績評価 
1. Communication Skills  30% 
2. Presentation, Speeches and Skits 30% 
3. Test - given in the final class 40% 

22.コメント Be sure to attend every class. 
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Getting to know each other and course orientation: 
Everyone in the class will be required to introduce 
themselves in English in front of the class. At the 
end of each self-introduction, questions will be 
asked. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Review of the restaurant conversations learned in 
the previous semester. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Describing pictures: We will practice questions and 
answers related to the pictures. Asking about 
situations in which people are. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 Talking about where people are and what they are 
doing. Practicing related questions and answers. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Talking about where people come from and 
countries around the world. Practicing related 
questions and answers. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
Talking about where countries are and drawing 
maps. Explaining where countries are. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



【第 7 回】 
Talking about peopleʻs occupations and practicing 
relevant questions and answers. Vocabulary review. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 
Talking about peopleʻs first names and last names. 
Vocabulary review. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
Practicing a conversation. Reading a newspaper 
article. Vocabulary related to the conversation, the 
newspaper article. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
Going into detail about the main characters who 
appear in the course material. Vocabulary related to 
the registration form. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
Practicing and acting out a conversation for four 
people. Creating a similar conversation of your own. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 A quiz 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 Question learned from the course material applied 
to the studentsʼ own lives. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 
General review of the course material and the 
vocabulary studied. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Test & Review  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0108-
Y52 

2.科目名 総合英語Ⅳ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学科 9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常生活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講生全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today III by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

23.オフィスアワー 授業終了後 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1  April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Bumper Stickers 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Bumper Stickers 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  Picnics 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 Picnics 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0109-
Y51 

2.科目名 総合日本語Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語の中級の教科書を使用して、日常の出来事や社会的な話題について学びます。N２レ
ベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること。 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること。 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること。 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％  課題提出：10％ 
N２文法発表：10％  短作文発表：10％ 
中間試験：20％  総括試験：20％ 
N２文法試験：20％ 

22.コメント 
教科書の購入については、初回の授業時に指示します。 
シラバスのコピーを必ず持参してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
・N２文法プリント 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・N２文法プリント 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
・N２文法プリント 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
・N２文法プリント 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
・短作文作成 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
・N２文法プリント 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・N２文法プリント 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N２文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-66］文法 AB
練習 
【第 16 回】 
・N２文法プリント 
・短作文作成 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-76］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
・短作文作成 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
●N２文法試験 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
・N２文法試験返却、解説 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0111-
Y51 

2.科目名 総合日本語Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小川佐由理 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学生のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での生活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学生間で意見を述べ合
う。） 

 

第２回 
［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
  

第３回 ［比喩］ほかのものにたとえる  



 

第４回 ［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 

小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
 

 

第６回 
指示語を使う 
  

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）  

第８回 「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
 

 

第１０回 
理由を問う 
 

 

第１１回 
例を問う 
 小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 
主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
期末テスト 
  

第１５回 
期末テストのフィードバック 
＋クラス活動②（詳細は指示する） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0116-
Y51 

2.科目名 ドイツ語･ドイツ文化Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤智也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 ドイツ語・ドイツ文化（１）を修得してい
ることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 履修制限は特に設けていない。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
①ドイツ語の特徴について理解し、ドイツ語圏の文化に触れ、興味を持った事柄を調べてみ
ること。 
②旅行などでドイツに滞在した際に最低限必要となるコミュニケーション能力を獲得するこ
と。つまり、自己紹介や買い物などの場面で用いるドイツ語表現を習得することです。その
ために、まずは正しい発音を身に着けましょう。 
【概要】 
暗記したフレーズや例文を場面に応じてそのまま用いることも大事な語学スキルの一つです
が、文法知識をベースにして様々な希望や要望を自在に伝えられることはさらに重要です。
そのために、当科目では練習問題を多くこなします。きわめてオーソドックスな学習方法で
すが、知識を頭の中にだけとどめるのではなく、習ったことが実際に「使える、伝わる」こ
とを体感できるような練習を目指します。 
＊新型コロナの影響などで対面式授業が不可能な場合はオンライン授業となることもある。
その場合に備えてインターネット環境を整備しておいてください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①ドイツ語の発音が正しくできること ②動詞の現在人称変化や名詞の格変化などドイツ文
法を正しく理解すること ③授業で習ったドイツ語フレーズを用いて簡単なコミュニケーシ
ョンが取れること。④文法知識を基にして自ら平易なドイツ語作文ができること 
この科目は本学の DP（ディプロマポリシー）、「多様な価値観を認め、他者とのコミュニケ
ーションを深め、連携していく力」、「新たな文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発
展に貢献する力」、「歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観
光と結びつけて考え 

19.教科書・教材 小野寿美子ほか『クロイツング・ネオ』 朝日出版社 

20.参考文献 中島勇爾ほか著 『改定版 必携 ドイツ文法 総まとめ』白水社 
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b203190.html 

21.成績評価 
総括試験６０％（学習目標の②に対応する）と平常評価４０％（学習目標の①③に対応す
る）。平常評価には「提出物」、「授業への積極性」が含まれる。 
＊オンライン授業においても同様の評価基準とする。 

22.コメント 
授業に際しては必ず教科書と独和辞典を持参してください。独和辞典の購入については初回
授業で説明をします。Google 翻訳などの翻訳ツールは予習、授業中には使用しないでくだ
さい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 春学期の復習（動詞編） 

予習：教科書 Lektion1 と３を読み返してお
く   復習：授業で習ったフレーズを暗記
し、発音できるようになっておく。 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）



程度必要 

【第 2 回】 春学期の復習（格変化編） 

予習：教科書 Lektion2 を読み返しておく 
復習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音
できるようになっておく。 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 3 回】 名詞の複数形 

予習：教科書 26 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 4 回】 定冠詞類 

予習：教科書 26 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 5 回】 所有冠詞 

予習：教科書 27 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 6 回】 否定冠詞 

予習：教科書 27 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 7 回】 前置詞 

予習：教科書 32 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 8 回】 前置詞と定冠詞の融合形 

予習：教科書 32 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 9 回】 従属接続詞と副文 

予習：教科書 33 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 10 回】 非人称の es 

予習：教科書 33 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 11 回】 話法の助動詞 予習：教科書 38 頁を読んでおく 



復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 12 回】 分離動詞 

予習：教科書 39 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 13 回】 動詞の３基本形 

予習：教科書 50 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 14 回】 現在完了形 

予習：教科書 51 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 15 回】 総括試験 

これまで習った文法事項を理解整理し、基本
語彙は暗記し、辞書を正しく用いることがで
きるようになったうえで、受験してくださ
い。 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0116-
Y52 

2.科目名 ドイツ語・ドイツ文化（２） （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 加藤智也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 ドイツ語・ドイツ文化（１）を修得してい
ることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 履修制限は特に設けていない。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
①ドイツ語の特徴について理解し、ドイツ語圏の文化に触れ、興味を持った事柄を調べてみ
ること。 
②旅行などでドイツに滞在した際に最低限必要となるコミュニケーション能力を獲得するこ
と。つまり、自己紹介や買い物などの場面で用いるドイツ語表現を習得することです。その
ために、まずは正しい発音を身に着けましょう。 
【概要】 
暗記したフレーズや例文を場面に応じてそのまま用いることも大事な語学スキルの一つです
が、文法知識をベースにして様々な希望や要望を自在に伝えられることはさらに重要です。
そのために、当科目では練習問題を多くこなします。きわめてオーソドックスな学習方法で
すが、知識を頭の中にだけとどめるのではなく、習ったことが実際に「使える、伝わる」こ
とを体感できるような練習を目指します。 
＊新型コロナの影響などで対面式授業が不可能な場合はオンライン授業となることもある。
その場合に備えてインターネット環境を整備しておいてください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①ドイツ語の発音が正しくできること ②動詞の現在人称変化や名詞の格変化などドイツ文
法を正しく理解すること ③授業で習ったドイツ語フレーズを用いて簡単なコミュニケーシ
ョンが取れること。④文法知識を基にして自ら平易なドイツ語作文ができること 
この科目は本学の DP（ディプロマポリシー）、「多様な価値観を認め、他者とのコミュニケ
ーションを深め、連携していく力」、「新たな文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発
展に貢献する力」、「歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観
光と結びつけて考え 

19.教科書・教材 小野寿美子ほか『クロイツング・ネオ』 朝日出版社 

20.参考文献 中島勇爾ほか著 『改定版 必携 ドイツ文法 総まとめ』白水社 
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b203190.html 

21.成績評価 
総括試験６０％（学習目標の②に対応する）と平常評価４０％（学習目標の①③に対応す
る）。平常評価には「提出物」、「授業への積極性」が含まれる。 
＊オンライン授業においても同様の評価基準とする。 

22.コメント 
授業に際しては必ず教科書と独和辞典を持参してください。独和辞典の購入については初回
授業で説明をします。Google 翻訳などの翻訳ツールは予習、授業中には使用しないでくだ
さい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 春学期の復習（動詞編） 

予習：教科書 Lektion1 と３を読み返してお
く   復習：授業で習ったフレーズを暗記
し、発音できるようになっておく。 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）



程度必要 

【第 2 回】 春学期の復習（格変化編） 

予習：教科書 Lektion2 を読み返しておく 
復習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音
できるようになっておく。 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 3 回】 名詞の複数形 

予習：教科書 26 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 4 回】 定冠詞類 

予習：教科書 26 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 5 回】 所有冠詞 

予習：教科書 27 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 6 回】 否定冠詞 

予習：教科書 27 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 7 回】 前置詞 

予習：教科書 32 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 8 回】 前置詞と定冠詞の融合形 

予習：教科書 32 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 9 回】 従属接続詞と副文 

予習：教科書 33 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 10 回】 非人称の es 

予習：教科書 33 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 11 回】 話法の助動詞 予習：教科書 38 頁を読んでおく 



復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 12 回】 分離動詞 

予習：教科書 39 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 13 回】 動詞の３基本形 

予習：教科書 50 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 14 回】 現在完了形 

予習：教科書 51 頁を読んでおく 
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 15 回】 総括試験 

これまで習った文法事項を理解整理し、基本
語彙は暗記し、辞書を正しく用いることがで
きるようになったうえで、受験してくださ
い。 
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0120-
Y51 

2.科目名 ハングル・コリア文化Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 朴基栄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 ハングル・コリア文化Ⅰを修得しているこ
と 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 春学期に初めて韓国語を学んだ学生のみを対象とした内容です。 

17.授業の目的と概要 
さまざまな形で韓国語と韓国の生活文化を学びながら基礎的な文法、日常会話などの学習を
進めて行きます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 3.多様性、5．コミュニケーションスキ
ルの学修に関連しています。 
①韓国語の基本的な文体を理解し説明できる。 
②自由に文章を組み立て、会話に生かすことができる。 
③韓国の生活文化を学ぶ。 

19.教科書・教材 
教科書は使いません。適宜オリジナルのプリントを配付します。 
※配付プリントは一人で学習するときの手引きとなる内容です。必ずファイルに保管しまし
ょう。 

20.参考文献 授業中に紹介します。 

21.成績評価 

・時間ごとのワークシート 15%  （学習目標の①に対応） 
・課題の提出 10%  （学習目標の①2 に対応） 
・時間ごとの会話復習 15%  （学習目標の①②に対応） 
・単語テスト 10%  （学習目標の①に対応） 
・発音チェックテスト 10%  （学習目標の②に対応） 
・総括テスト 40%  （学習目標の①〜③に対応） 

22.コメント 

どの国の言葉もそれを共に学ぶ人たちの心を結ぶリボンの役割をすると信じています。ひと
つの単語を知り、少しずつ韓国語で会話できる楽しさをぜひ感じてほしいです。韓国語の最
初の一歩でつまずかないように少しでも疑問があれば授業終了後に質問するようにこころが
けましょう。 
※スケジュールは変更することがあります。 

23.オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション：秋学期授業の流れを簡単な単語
を学びながら説明 今回の単語の復習、シラバスの確認 

【第 2 回】 

前回の復習/春学期の内容（子音、⺟音、反切表、パ
ッチム）のふりかえり 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

春学期のワークシートを振り返る 

【第 3 回】 

前回の復習/発音練習のための資料説明（第 9 回まで
使用） 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

発音練習のための資料を読む 

【第 4 回】 前回の復習/動詞の語根を理解する 動詞の語根を覚える 



【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

【第 5 回】 

前回の復習/動詞の変化を使い、さまざまな文体を学
ぶ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

さまざまな文体を作れるように練習する 

【第 6 回】 
前回の復習/パッチムの連音現象を助詞を通して学ぶ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

この回のワークシートの単語を覚えテストに
備える 

【第 7 回】 

前回の復習/韓国語の漢数詞 
＜単語テスト＞ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

漢数詞を覚える 

【第 8 回】 
前回の復習/韓国語の固有数詞 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

固有数詞を覚える 

【第 9 回】 
前回の復習/文章を自由に組み立て短い作文を作る方
法を学ぶ 

作文を完成し次回提出する 

【第 10 回】 映像を通しこれまでの会話の聞き取り練習 映像を通し聞き取れた会話をまとめる 

【第 11 回】 
韓国の文化を学ぶ（１）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 

学んだ内容を実践する 

【第 12 回】 
韓国の文化を学ぶ（２）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 

学んだ内容を実践する 
次回に配付プリントを全て持参する 

【第 13 回】 第 1 回から第 12 回までの総復習 総括テストの勉強をする 
【第 14 回】 秋学期総括テストと発音チェックテストの準備 発音チェックテストの練習をする 
【第 15 回】 まとめと発音チェックテスト 秋学期学習内容の整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0120-
Y52 

2.科目名 ハングル・コリア文化（２） （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 朴基栄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 ハングル・コリア文化(1)を修得している
こと 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 春学期に初めて韓国語を学んだ学生のみを対象とした内容です。 

17.授業の目的と概要 
さまざまな形で韓国語と韓国の生活文化を学びながら基礎的な文法、日常会話などの学習を
進めて行きます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 3.多様性、5．コミュニケーションスキ
ルの学修に関連しています。 
①韓国語の基本的な文体を理解し説明できる。 
②自由に文章を組み立て、会話に生かすことができる。 
③韓国の生活文化を学ぶ。 

19.教科書・教材 
教科書は使いません。適宜オリジナルのプリントを配付します。 
※配付プリントは一人で学習するときの手引きとなる内容です。必ずファイルに保管しまし
ょう。 

20.参考文献 授業中に紹介します。 

21.成績評価 

・時間ごとのワークシート 15%  （学習目標の①に対応） 
・課題の提出 10%  （学習目標の①2 に対応） 
・時間ごとの会話復習 15%  （学習目標の①②に対応） 
・単語テスト 10%  （学習目標の①に対応） 
・発音チェックテスト 10%  （学習目標の②に対応） 
・総括テスト 40%  （学習目標の①〜③に対応） 

22.コメント 

どの国の言葉もそれを共に学ぶ人たちの心を結ぶリボンの役割をすると信じています。ひと
つの単語を知り、少しずつ韓国語で会話できる楽しさをぜひ感じてほしいです。韓国語の最
初の一歩でつまずかないように少しでも疑問があれば授業終了後に質問するようにこころが
けましょう。 
※スケジュールは変更することがあります。 

23.オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション：秋学期授業の流れを簡単な単語
を学びながら説明 今回の単語の復習、シラバスの確認 

【第 2 回】 

前回の復習/春学期の内容（子音、⺟音、反切表、パ
ッチム）のふりかえり 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

春学期のワークシートを振り返る 

【第 3 回】 

前回の復習/発音練習のための資料説明（第 9 回まで
使用） 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

発音練習のための資料を読む 

【第 4 回】 前回の復習/動詞の語根を理解する 動詞の語根を覚える 



【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

【第 5 回】 

前回の復習/動詞の変化を使い、さまざまな文体を学
ぶ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

さまざまな文体を作れるように練習する 

【第 6 回】 
前回の復習/パッチムの連音現象を助詞を通して学ぶ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

この回のワークシートの単語を覚えテストに
備える 

【第 7 回】 

前回の復習/韓国語の漢数詞 
＜単語テスト＞ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

漢数詞を覚える 

【第 8 回】 
前回の復習/韓国語の固有数詞 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う） 

固有数詞を覚える 

【第 9 回】 
前回の復習/文章を自由に組み立て短い作文を作る方
法を学ぶ 

作文を完成し次回提出する 

【第 10 回】 映像を通しこれまでの会話の聞き取り練習 映像を通し聞き取れた会話をまとめる 

【第 11 回】 
韓国の文化を学ぶ（１）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 

学んだ内容を実践する 

【第 12 回】 
韓国の文化を学ぶ（２）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 

学んだ内容を実践する 
次回に配付プリントを全て持参する 

【第 13 回】 第 1 回から第 12 回までの総復習 総括テストの勉強をする 
【第 14 回】 秋学期総括テストと発音チェックテストの準備 発音チェックテストの練習をする 
【第 15 回】 まとめと発音チェックテスト 秋学期学習内容の整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0122-
Y51 

2.科目名 中国語・中国文化Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 程遠巍 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 中国語の学習歴があること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 
中国語・中国文化Ⅰを履修した程度の学力が必要です。初回の授業でオリエンテーションを
行いますので、履修希望者は必ず出席してください。なお、中国語を⺟語とする留学生は履
修できません。 

17.授業の目的と概要 

入門レベルの中国語基礎力の上に、さらに新しい単語や文法事項、コミュニケーションする
ための表現を学んで行きます。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニン
グを実現するような授業展開をします。将来、中国語を学習するための基礎能力を身につけ
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP の（１）自律性（３）多様性理解（５）コミュニケーションスキ
ル、の学修に関連しています。  
                                                                                     
1. HSK２級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 日常話題を聞き取り、また表現することができる。 
3. 初級中国語の上位レベルに達している、基本的なコミュニケーションを行うことができ
る。 

19.教科書・教材 わくわくスタディ 実学実用 初級中国語 ライト版 朝日出版社 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。   
・平常評価（小テストなど）  30 点 （学習目標③に対応）                                                      
・中間試験  30 点 （学習目標③に対応） 

22.コメント 
復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習
をしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション、授業に対する要望に対するアン
ケートを行いますで、必ず出席してください。 

予習：第 11 課の予習 

【第 2 回】 第 11 課 方位詞と前置詞 
復習：第 11 課の復習                    
予習：第 12 課の予習 

【第 3 回】 第 1２課 年月日・曜日の言い方 
復習：第 12 課の復習                    
予習：第 13 課の予習 

【第 4 回】 第 1３課 時刻、時間量の言い方 
復習：第 13 課の復習                    
予習：第 14 課の予習 

【第 5 回】 第 1４課 動詞の直後の「了」と比較の言い方 復習：第 14 課の復習                    
予習：第 1５課の予習 

【第 6 回】 第 1５課 助動詞と方向補語 
復習：第 15 課の復習                    
予習：第 1６課の予習 

【第 7 回】 第 1６課 結果補語と助動詞「会」 復習：第 12 課〜第 1６課の総復習 

【第 8 回】 中間試験の実施と答え合わせ 復習：中間試験の振り返り            
予習：第 1７課の予習 



【第 9 回】 第 1７課 二重目的語をとる動詞と様態補語 
復習：第 1７課の復習                    
予習：第 1８課の予習 

【第 10 回】 第 1８課 可能補語と程度補語 
復習：第 1８課の復習                    
予習：第１９課の予習 

【第 11 回】 第 1９課 進行表現と持続表現 復習：第１９課の復習  
予習：第 20 課の予習 

【第 12 回】  第２０課 「把」構文と受身文 復習:第２０課の復習 
【第 13 回】 第 17 課〜第２０課の復習 復習：第 1７課〜第 20 課の振り返り 
【第 14 回】 中国映画の鑑賞と中国文化へのふれ合い 復習：第 11 課〜第２０課の復習 
【第 15 回】 総括試験の実施 総括試験の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0122-
Y52 

2.科目名 中国語・中国文化（２） （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 程遠巍 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 中国語の学習歴があること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 
中国語・中国文化（１）を履修した程度の学力が必要です。初回の授業でオリエンテーショ
ンを行いますので、履修希望者は必ず出席してください。なお、中国語を⺟語とする留学生
は履修できません。 

17.授業の目的と概要 

入門レベルの中国語基礎力の上に、さらに新しい単語や文法事項、コミュニケーションする
ための表現を学んで行きます。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニン
グを実現するような授業展開をします。将来、中国語を学習するための基礎能力を身につけ
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP の（１）自律性（３）多様性理解（５）コミュニケーションスキ
ル、の学修に関連しています。  
                                                                                     
1. HSK２級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 日常話題を聞き取り、また表現することができる。 
3. 初級中国語の上位レベルに達している、基本的なコミュニケーションを行うことができ
る。 

19.教科書・教材 わくわくスタディ 実学実用 初級中国語 ライト版 朝日出版社 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。   
・平常評価（小テストなど）  30 点 （学習目標③に対応）                                                      
・中間試験  30 点 （学習目標③に対応） 

22.コメント 
復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習
をしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション、授業に対する要望に対するアン
ケートを行いますで、必ず出席してください。 

予習：第 11 課の予習 

【第 2 回】 第 11 課 方位詞と前置詞 
復習：第 11 課の復習                    
予習：第 12 課の予習 

【第 3 回】 第 1２課 年月日・曜日の言い方 
復習：第 12 課の復習                    
予習：第 13 課の予習 

【第 4 回】 第 1３課 時刻、時間量の言い方 
復習：第 13 課の復習                    
予習：第 14 課の予習 

【第 5 回】 第 1４課 動詞の直後の「了」と比較の言い方 復習：第 14 課の復習                    
予習：第 1５課の予習 

【第 6 回】 第 1５課 助動詞と方向補語 
復習：第 15 課の復習                    
予習：第 1６課の予習 

【第 7 回】 第 1６課 結果補語と助動詞「会」 復習：第 12 課〜第 1６課の総復習 

【第 8 回】 中間試験の実施と答え合わせ 復習：中間試験の振り返り            
予習：第 1７課の予習 



【第 9 回】 第 1７課 二重目的語をとる動詞と様態補語 
復習：第 1７課の復習                    
予習：第 1８課の予習 

【第 10 回】 第 1８課 可能補語と程度補語 
復習：第 1８課の復習                    
予習：第１９課の予習 

【第 11 回】 第 1９課 進行表現と持続表現 復習：第１９課の復習  
予習：第 20 課の予習 

【第 12 回】  第２０課 「把」構文と受身文 復習:第２０課の復習 
【第 13 回】 第 17 課〜第２０課の復習 復習：第 1７課〜第 20 課の振り返り 
【第 14 回】 中国映画の鑑賞と中国文化へのふれ合い 復習：第 11 課〜第２０課の復習 
【第 15 回】 総括試験の実施 総括試験の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0124-
Y51 

2.科目名 スペイン語･スペイン文化Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 スペイン語・スペイン文化Ⅰを修得済みで
あること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修上限人数あり（GPA によって選抜） 

17.授業の目的と概要 

基礎的なスペイン語能力を身につけることを目的とします。 
スペイン語・スペイン文化Ⅱの学修後には、独学でさらにスペイン語の学修を続けられる力
を身につけることを目指します。 
Ⅰでは文法の理解と正しい発音を身につけることに重点を置きましたが、Ⅱでは語彙の拡充
も目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3（多様性理解）と DP5（コミュニケーションスキル）と関連して
います。 
①スペイン語の基礎語彙を身につける。 
②基礎的な文法について理解する。 
③スペイン語を正しく発音できるようになる。 

19.教科書・教材 
エウヘニオ・デル・プラド、齋藤華子、仲道慎治（著）『イメージ・スペイン語』（Espanol 
en imagenes）朝日出版社 

20.参考文献 特になし 

21.成績評価 
・小テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 
・発音確認テスト 20 点 ［学習目標①③に対応］ 
・期末テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法について） 
・第 8 課：不規則動詞（その 2）、間接目的語の人称
代名詞  
 

春学期の復習 
 

【第 2 回】 
・小テスト 
・第 8 課の発展学習 

目的語の代名詞の復習 
第 9 課の予習 

【第 3 回】 
・小テスト 
・第 9 課：再帰動詞、義務の表現 再帰動詞の復習 

【第 4 回】 ・小テスト 
・第 9 課の発展学習 

第 10 課の予習 

【第 5 回】 
・小テスト 
・第 10 課：前置格人称代名詞、gustar と gustar 型
動詞、所有詞後置形 

gustar 型動詞の復習 
 

【第 6 回】 ・小テスト 
・第 10 課の発展学習 

第 11 課の予習 



【第 7 回】 
・小テスト 
・第 11 課：比較級と最上級、不定語と否定語、感嘆
文 

比較の表現の復習 
 

【第 8 回】 
・小テスト 
・第 11 課の発展学習 

第 12 課の予習 

【第 9 回】 
・小テスト 
・第 12 課：直説法点過去、大きな数 直説法点過去の復習 

【第 10 回】 
・小テスト 
・第 12 課の発展学習 

語彙の復習 
第 14 課の予習 

【第 11 回】 
・小テスト 
・第 13 課：直説法線過去、直接話法と間接話法、序
数 

直説法線過去の復習 

【第 12 回】 ・小テスト 
・第 13 課の発展学習 

第 14 課の予習 

【第 13 回】 
・小テスト 
・第 14 課：過去分詞、直説法現在完了、直説法過去
完了 

第 14 課の復習 
発音確認テストの準備 

【第 14 回】 
・小テスト 
・全体の復習 
・発音確認テスト 

期末テストの準備 

【第 15 回】 
・期末テスト 
・問題の解説 教科書の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0124-
Y52 

2.科目名 
スペイン語・スペイン文化（２） （2018
生） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 スペイン語・スペイン文化Ⅰを修得済みで
あること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修上限人数あり（GPA によって選抜） 

17.授業の目的と概要 

基礎的なスペイン語能力を身につけることを目的とします。 
スペイン語・スペイン文化Ⅱの学修後には、独学でさらにスペイン語の学修を続けられる力
を身につけることを目指します。 
Ⅰでは文法の理解と正しい発音を身につけることに重点を置きましたが、Ⅱでは語彙の拡充
も目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3（多様性理解）と DP5（コミュニケーションスキル）と関連して
います。 
①スペイン語の基礎語彙を身につける。 
②基礎的な文法について理解する。 
③スペイン語を正しく発音できるようになる。 

19.教科書・教材 
エウヘニオ・デル・プラド、齋藤華子、仲道慎治（著）『イメージ・スペイン語』（Espanol 
en imagenes）朝日出版社 

20.参考文献 特になし 

21.成績評価 
・小テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 
・発音確認テスト 20 点 ［学習目標①③に対応］ 
・期末テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法について） 
・第 8 課：不規則動詞（その 2）、間接目的語の人称
代名詞  
 

春学期の復習 
 

【第 2 回】 
・小テスト 
・第 8 課の発展学習 

目的語の代名詞の復習 
第 9 課の予習 

【第 3 回】 
・小テスト 
・第 9 課：再帰動詞、義務の表現 再帰動詞の復習 

【第 4 回】 ・小テスト 
・第 9 課の発展学習 

第 10 課の予習 

【第 5 回】 
・小テスト 
・第 10 課：前置格人称代名詞、gustar と gustar 型
動詞、所有詞後置形 

gustar 型動詞の復習 
 

【第 6 回】 ・小テスト 
・第 10 課の発展学習 

第 11 課の予習 



【第 7 回】 
・小テスト 
・第 11 課：比較級と最上級、不定語と否定語、感嘆
文 

比較の表現の復習 
 

【第 8 回】 
・小テスト 
・第 11 課の発展学習 

第 12 課の予習 

【第 9 回】 
・小テスト 
・第 12 課：直説法点過去、大きな数 直説法点過去の復習 

【第 10 回】 
・小テスト 
・第 12 課の発展学習 

語彙の復習 
第 14 課の予習 

【第 11 回】 
・小テスト 
・第 13 課：直説法線過去、直接話法と間接話法、序
数 

直説法線過去の復習 

【第 12 回】 ・小テスト 
・第 13 課の発展学習 

第 14 課の予習 

【第 13 回】 
・小テスト 
・第 14 課：過去分詞、直説法現在完了、直説法過去
完了 

第 14 課の復習 
発音確認テストの準備 

【第 14 回】 
・小テスト 
・全体の復習 
・発音確認テスト 

期末テストの準備 

【第 15 回】 
・期末テスト 
・問題の解説 教科書の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0128-
Y51 

2.科目名 選択英語 コミュニケーション基礎Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This listening and speaking class helps students communicate fluently and confidently in 
English. It develops language skills through the use of vocabulary, important grammar 
and exciting topics. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this semester course,  
1. students will be able to ask for clarification, ask for more information, ask 
followupquestions, ask what something is called. 
2. students will be able  to talk about prices, use signal words to order information, e 

19.教科書・教材 In class, materials will be delivered as handouts. 
20.参考文献 (World Link 1 B Combo Split ISBN-13: 978-1-305-65084-8) 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント Students are encouraged to reveiew notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by sending emails. 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Course explanation will be followed by various 
fluency-building communication activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 7 City Life: Students will learn to identify 
places in neighborhoods, and discuss what makes a 
place good to live in. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 

Unit 7 City Life: Students will discuss what they like 
and dislike about cities through a variety of spoken 
and writen activities. Students will apply their 
understanding through a problem solving mystery 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Unit 8 All About You: Students will use a variety of 
media to talk about alikes and dislikes, culminating 
in a multi-tiered question and answer group activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 

Unit 8 All About You: Students will practice using 
gerunds and infinitives, discuss hobbies and habits, 
and create and pratictice conversations containing 
offers and invitations. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
Unit 9 Change: Students will discuss changes in 
their lives and their future goals through a variety of 
written and spoken activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



【第 7 回】 
Unit 9 Changes: Students will learn various ways to 
ask to borrow things, culminating in mini-
presentations. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Midterm Test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
Unit 10 Health: Students will watch a video, and 
complete various activities concerning identifying 
body parts and discussing health problems. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 

Unit 10 health: Students will practice short and long 
vowel sounds, roleplay cancelling plans due to 
health issues.  
 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 

Unit 11 Achievement: Students will discuss past 
and present achievements, and learn to offer and 
respond to complements.  
 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
Unit 11Achievement: Students will learn adjectives, 
create conversations based on compliments, and 
practice them with classmates. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 
Unit 12 At the Movies: Students will talk about 
types of movies, describe them and rate them. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Review of units 1 課題完成 
【第 15 回】 Final Exam  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0130-
Y51 

2.科目名 選択英語 Reading and WritingⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 原則、1 年次の総合英語（基礎英語）の授業で、A・B クラスを受講していた人が対象 

17.授業の目的と概要 

より本格的な英文理解とエッセイライティングのためのベースとなる英語力を育てます。た
くさん英文を読んで、自分の考え、意見を英語で書きます。日本以外の国・地域の事情や習
慣、文化、価値観についても学ぶことができます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
①英文を読み、そこに書かれた概念や著者の主張を的確にとらえられる 
②各ユニットで扱われる重要表現を身につけ、積極的に使うことができる 
③英文を読んだり書いたりするうえで必須の語彙及び文法を理解する 
④⻑文を読むうえで役立つリーディングスキルについて学び、使うことができる 
⑤エッセイライティングのための基本スキルを身につける 
⑥テーマに関連した世 

19.教科書・教材 World Link 2 B, Combo Split Student Book  (Third Edition) 
20.参考文献  

21.成績評価 
・授業内活動及び単語・小テスト（発表等）20%（学習目標③に対応） 
・第 8 回 中間試験  20%（学習目標①、②、③、④、⑤、⑥に対応） 
・第 15 回 到達度試験 60%（学習目標①、②、③、④、⑤、⑥に対応） 

22.コメント 

実践的な英語コミュニケーション能力を高めるために「選択英語 Listening & SpeakingⅡ 
上級」と併修すれば、さらなる学習効果が高まります。・提出された課題は、丁寧なコメン
トを付け返却します。 
・到達度確認テストを実施後、解答の解説をします。 
・授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
・テキスト忘れ、授業活動にきちんと参加していない、宿題をしていないなどの場合には欠
席扱いとなることがあります。 
・授業内での活動及び homework を重視していますので、欠席することの無いように。や
む終えず欠席し 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introduction 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 2 回】 Unit 7 Celebrations : Lesson B Festivals and 
holidays 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし



て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 3 回】 
Unit 7 Celebrations : Lesson B Festivals and 
holidays 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 4 回】 Unit 8 Storytelling : Lesson B Modern fairly tales 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 5 回】 Unit 8 Storytelling : Lesson B Modern fairly tales 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 6 回】 Unit 9 Work : Lesson B Dream jobs 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 7 回】 Unit 9 Work : Lesson B Dream jobs 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 8 回】 到達度確認テストと解説 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 9 回】 Unit 10 Telephoning : Lesson B Always connected 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 10 回】 Unit 10 Telephoning : Lesson B Always connected 
予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし



て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 11 回】 Unit 11 Technology : Lesson B making life better 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 12 回】 Unit 11 Technology : Lesson B making life better 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 13 回】 Unit 12 Travel : Lesson B Adventures in Traveling 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 14 回】 Unit 12 Travel : Lesson B Adventures in Traveling 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 15 回】 まとめと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0137-
Y51 

2.科目名 選択中国語 中級 作文読解 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし。ただし、科目相当レベルの中国
語力は必要。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 

「選択中国語初中級」以上の中国語基礎力が必要です。第一回目に春学期の復習を兼ねたレ
ベルチェックテストを行いますので、履修希望者は必ず出席してください。なお、標準中国
語を⺟語もしくは第２言語とする留学生（中国大陸、台湾、香港出身者）は履修できませ
ん。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
１）将来、中国語の新聞記事や論文などを読むために必要な単語や文法の知識を身につけま
す。 
２）HSK３級〜４級に合格するために必要な、単語や文法の応用力を身につけます。 
【概要】 
「選択中国語初中級」に引き続き、さらに新しい単語や表現、文法事項を学びます。この授
業でも主として「文を作る力」「文を読み解く力」を身につけることに重点をおきます。ま
た、練習問題を通じてリスニングの基礎力も養います。『中級」でも、学んだ語彙や表現に
関連する『コナン』の中国語訳やインターネット動画を見たりしながら、生の中国語に触れ
る機会を作ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（５）コミュニケーションスキル、
の学修に関連しています。 
1. HSK３~４級または中国語検定 3 級に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題
に答えることができる。 
2. 基本的な語彙や文法事項を用いて、簡単な中国語の文章がわかる、書ける、言える。 
3. ピンインのついた中国語の文章がスムーズに読める。 

19.教科書・教材 尹景春・⽵島毅著『中国語 つぎへの一歩』白水社 2200 円+税 
20.参考文献 授業中に適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・各課小テスト（口頭発表と提出） ・・・各 5 点×6 回＝30 点（学習目標①に対応）   
※正答率８０％以上＝５点、６０％〜８０％未満＝３点、３０％〜６０％未満＝２点 
３０％以下＝０点 
・本文の訳…各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標②に対応） 
※１回提出につき 2.5 点。ただし、回答によっては減点または０点になることもある。 
詳細は授業で説明する。 
・本文の朗読チェック…各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標③に対応） 
スムーズに読めれば 2.5 点 
・第 15 回 総括試験…40 点（学 

22.コメント 

・教科書と授業の内容は「選択中国語初中級作文・読解」からの続きになりますが、授業に
ついてこられる中国語力とやる気があれば、「選択中国語初中級作文・読解」を履修してい
なくても構いません。ただし、レベルが自分にあっていなければ、途中でやめることにな
り、奨学金の基準などで大切な GPA も下がります。初回は必ず受講して、クラスレベルを
確認してください。 



・オフィス・アワーも活用し、検定試験にもチャレンジしましょう。 

23.オフィスアワー 
秋学期 
研究室オフィス・アワー：木曜日 4 時間目（尼崎） 
学修支援センターオフィス・アワー：金曜日昼休み（山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション 
・第７課導入（朗読チェックと単語、文法） 
・必要に応じて履修指導 
 

予習： 
１）第７課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 2 回】 

第 7 課 街を歩こう！（存現文など） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 
 

復習： 
１）間違えたところのふりかえり 
２）第７課音読練習 

【第 3 回】 
第７課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第８課導入（朗読チェックと単語、文法） 

復習：第８課音読練習  
予習：本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 4 回】 

第 8 課 中国映画を見よう！（「状態の持続を表す”
着”」など） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習： 
１）間違えたところのふりかえり 
２）第８課音読練習 

【第 5 回】 
第８課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第９課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第９課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 6 回】 

第 9 課 チャイナドレスを買おう！（方向補語な
ど） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）第９課音読練習 

【第 7 回】 
第９課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第１０課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第１０課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 8 回】 
第 10 課 中華を食べよう！（可能補語など） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）第１０課音読練習 

【第 9 回】 
第 10 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、
②朗読テスト） 
第 11 課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第１１課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 10 回】 

第 11 課 ⻄遊記を読もう！（受身を表す”被”、結果
補語（２）） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）第１１課音読練習 

【第 11 回】 
第 11 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、
②朗読テスト） 
第 12 課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第１２課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 12 回】 

第 12 課 春節を祝おう！（”快~了”の用法、”把”の
構文） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）「メールを出そう」音読練習 



【第 13 回】 
第 12 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、
②朗読テスト） 
「メールを出そう」意味の確認 

復習：できなかった問題を見直す。／「メー
ルを出そう」の訳をまとめる。／これまで学
んだ文の読み方を復習する。 

【第 14 回】 
中検チャレンジ（中検 3 級の筆記問題を解いてみ
る） 

復習：できなかった問題を見直す。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 

【第 15 回】 学習の振り返り、統括試験 
復習 これまでのノートをまとめる。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0138-
Y51 

2.科目名 選択中国語 初級Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 程遠巍 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 中国語の学習歴があること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 中国語の基礎力が必要です。初回の授業でオリエンテーションを行いますので、履修希望者
は必ず出席してください。なお、中国語を⺟語とする留学生は履修できません。 

17.授業の目的と概要 

入門レベルの中国語基礎力の上に、さらに新しい単語や文法事項、コミュニケーションする
ための表現を学んで行きます。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニン
グを実現するような授業展開をします。将来、中国語を学習するための基礎能力を身につけ
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP の（１）自律性（３）多様性理解（５）コミュニケーションスキ
ル、の学修に関連しています。  
                                                                                     
1. HSK２級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 日常話題を聞き取り、また表現することができる。 
3. 初級中国語の上位レベルに達している、基本的なコミュニケーションを行うことができ
る。 

19.教科書・教材 わくわくスタディ 実学実用 初級中国語 ライト版 朝日出版社 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。   
・平常評価（小テストなど）  30 点 （学習目標③に対応）                                                      
・中間試験  30 点 （学習目標③に対応） 

22.コメント 復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習
をしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション、授業に対する要望に対するアン
ケートを行いますで、必ず出席してください。 

予習：第 11 課の予習 

【第 2 回】 第 11 課 方位詞と前置詞 
復習：第 11 課の復習                    
予習：第 12 課の予習 

【第 3 回】 第 1２課 年月日・曜日の言い方 復習：第 12 課の復習                    
予習：第 13 課の予習 

【第 4 回】 第 1３課 時刻、時間量の言い方 
復習：第 13 課の復習               
予習：第 14 課の予習 

【第 5 回】 第 1４課 動詞の直後の「了」と比較の言い方 
復習：第 14 課の復習                    
予習：第 1５課の予習 

【第 6 回】 第 1５課 助動詞と方向補語 
復習：第 15 課の復習                    
予習：第 1６課の予習 

【第 7 回】 第 1６課 結果補語と助動詞「会」 復習：第 12 課〜第 1６課の総復習 

【第 8 回】 中間試験の実施と答え合わせ 
復習：中間試験の振り返り            
予習：第 1７課の予習 

【第 9 回】 第 1７課 二重目的語をとる動詞と様態補語 復習：第 1７課の復習                    



予習：第 1８課の予習 

【第 10 回】 第 1８課 可能補語と程度補語 復習：第 1８課の復習                    
予習：第１９課の予習 

【第 11 回】 第 1９課 進行表現と持続表現 
復習：第１９課の復習  
予習：第 20 課の予習 

【第 12 回】  第２０課 「把」構文と受身文 復習:第２０課の復習 
【第 13 回】 第 17 課〜第２０課の復習 復習：第 1７課〜第 20 課の振り返り 
【第 14 回】 中国映画の鑑賞と中国文化へのふれ合い 復習：第 11 課〜第２０課の復習 
【第 15 回】 総括試験の実施 総括試験の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0140-
Y51 

2.科目名 選択中国語 上級 作文読解 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
選択中国語中級もしくはそれに相当する中
国語の力（HSK3 級以上、中国語検定４級
以上）が必要です。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
１）中国語の新聞記事や論文などを読むために必要な単語や文法の知識を身につけます。 
２）HSK４級〜５級に合格するために必要な、やや難しい文章を読み解く力を身につけま
す。 
３）最新の中国事情について理解を深めます。 
【概要】 
最新の中国事情を紹介する教材を用いて、「論説体の中国語」を訳す練習を行います。ま
た、教科書のリスニング練習を通じて、ニュースを聞き取るための基礎的な聞き取りの力を
身に着けます。第２課まで学習したあとは、受講者の希望に基づき、取り上げる課の順番を
決めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（３）多様性理解、（５）コミュニケ
ーションスキル、の学修に関連しています。 
1. HSK４~５級に相当する文章を読んで、内容を理解することができる。 
2. 最近の中国の状況について知り、論じることができる。 

19.教科書・教材 
『時事中国語の教科書 ２０２２年度版』 朝日出版社 ２０９０円 
※毎年新版が出ています。指定の書店以外で購入する場合は、古い版を購入しないよう気を
つけてください。間違えて購入した場合は買い直してもらいます。 

20.参考文献 授業中に適宜紹介 

21.成績評価 

小テスト ５点×６回＝３０点 
訳の提出 ５点×７回＝３５点 
筆記試験 ３５点 
※なお、欠席、発言をしない、ほかの作業をするなど、グループワークに参加しなかった場
合は１回につき２点ずつ減点する。 
合計６０点以上取得できた場合に合格とする。  
 

22.コメント 

これまでは、「教科書的」な中国語を主に学んできました。この科目では、より生の中国語
に近い文章を読んでいくことになります。文法や単語だけでなく、中国の旬な話題に触れる
ことで、より中国への理解が深まることと思います。時間の都合ですべての課を学ぶことは
できませんが、授業で学習できなかったテーマもぜひ自分で読んでみてください。オフィ
ス・アワーも活用してください。 
また、この授業では、グループワークも重要な学びのひとつになります。したがって、グル
ープワークに参加をしない場合は減点の対象になりますので、積極的な参加を 

23.オフィスアワー 
秋学期 
研究室オフィス・アワー：木曜日 4 時間目（尼崎） 
学修支援センターオフィス・アワー：金曜日昼休み（山手） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
第１課「中国生育政策之??（中国人口政策の移り変
わり）」 
講義：中国の人口政策 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 
 

第２回 

第１課「中国生育政策之??（中国人口政策の移り変
わり）」 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
第２課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第３回 

第１課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
第２課「74 年后，内山?店回到中国（７４年を経て内
山書店が里帰り）」 
講義：内山書店について 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第４回 

第２課「74 年后，内山?店回到中国（７４年を経て内
山書店が里帰り）」 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第５回 

第２課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
※受講者が選んだ「③課」 
講義：「③課」に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第６回 
第③課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第７回 

③課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ④課の学習 
講義：④課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 



第８回 
第④課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第９回 

④課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ⑤課の学習 
講義：⑤課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第１０回 
第⑤課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第１１回 

⑤課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ⑥課の学習 
講義：⑥課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第１２回 
第⑥課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第１３回 

⑥課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ⑦課の学習 
講義：⑦課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第１４回 
第⑦課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
これまで学習した本文を発音しながらもう一
度読み直す。練習問題で間違えたところを見
直す。 

第１５回 ふりかえりと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0141-
Y51 

2.科目名 選択中国語 上級 コミュニケーション 3.単位数 2 

4.授業担当教員 程遠巍 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 中国語の学習経験のない人は履修できません。中国語履修者（HSK３級レベル）が対象で
す。 

17.授業の目的と概要 

本講義は「聴く・話す・書く・訳す・調べる」能力の向上に重点を置きながら、中国ビジネ
スでは常識といえるフレーズ、日中間ビジネスの最前線で活躍する上で必要不可欠とされる
「言葉・表現」を、シチュエーション別に受講者とともに確認し、シミュレーションなどを
通してその応用力の養成を目指します。また、メールなどを含む中国語ビジネス文章の「構
成・表現」を、実例を取り上げながら紹介し、その基本的な書き方の習得を目標とします。
日中ビジネス慣習の差異を、社会的、文化的、心理的な側面から解説し、中国人ビジネスマ
ンとの円滑なコミュニケーションを図るためのテクニカルな手法も合わせて確認し学習しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の２．主体的かつ柔軟に行動し、問題
解決を図る力。K2．グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関 
心を持つ。 K4．異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニ
ケーション力を備える、に関連しています。 
１．社内で使われる①上司とのやりとり、②同僚とのやりとり、などのビジネス中国語を身
に付けます。 
２．取引先に対する①電話応対、②ビジネスメール、③面談、などのビジネスシーンの基本
を身につけます。 

19.教科書・教材 『ストーリーで学ぶビジネス中国語』 山田留里子ほか 駿河台出版社 
20.参考文献 特になし 

21.成績評価 
授業課題の完成度 50 点（学習目標１、２に対応）   
総括レポート 50 点（学習目標１、２に対応）     
 

22.コメント 授業は進行状況に応じて順序を前後したり、内容を変更する場合があります。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 あいさつ 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 2 回】 電話連絡 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 3 回】 ランチタイム 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 4 回】 アポイントメント 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 5 回】 電子メール 中国語で電子メールを作成する 
【第 6 回】 出張 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 7 回】 空港 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 8 回】 宴会 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 9 回】 工場見学 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 10 回】 ビジネスレター 中国語でビジネスレターを作成する 
【第 11 回】 交渉 場面練習できるように会話を暗誦する 
【第 12 回】 クレーム 場面練習できるように会話を暗誦する 



【第 13 回】 総合練習① レポート課題について調べる 
【第 14 回】 総合練習② レポート課題を作成する 
【第 15 回】 総合練習③ レポート課題を作成する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0149-
Y51 

2.科目名 倫理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学生）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
生） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では生命倫理学の諸問題を扱い、生命倫理学の中心的な概念である「自己決定権」
（自分のことは自分で決める権利があるという考え方）についての理解を深めることを目的
とします。生命倫理学は人間の生命の始まりや終わりをめぐる諸問題にかかわり、あらため
て「人間とは何か」という問題について再考を迫ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の 2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。3.多様な価値観
を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。と S1.修得した知識・技能
を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力。の学修に関連しています。 
①授業で取り上げられた問題と議論の内容を理解し、それを文章によって表現できる。 
②これに対する自分の意見を表明できる。 
③主体的、批判的な思考態度を身につける。 

19.教科書・教材 毎回、資料を配布し、WebClass で公開します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 適宜、授業中に紹介します。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次の通りです。 
総括試験（学期末）50 点（学習目標①に対応）  
小レポート（毎回授業終了後 WebClass から提出）50 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント できれば毎日、新聞などに目を通して、世の中で起こっていることに関心を持ってくださ
い。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：水曜 2 限目 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 生命倫理とは何か 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 2 回】 生命倫理の歴史 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 3 回】 自己決定権について 
課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく



ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 4 回】 インフォームド・コンセントの概念 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 5 回】 インフォームド・コンセントと日本社会 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 6 回】 人工妊娠中絶をめぐって(1) 日本の状況 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 7 回】 人工妊娠中絶をめぐって(2) アメリカでの議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 8 回】 優生思想とは何か 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 9 回】 パーソン論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 10 回】 脳死・臓器移植の諸問題（１） 脳死とは 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 11 回】 脳死・臓器移植の諸問題（２） 日本の（旧）臓器移
植法の特徴 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく



ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 12 回】 
脳死・臓器移植の諸問題（３） 臓器移植法改正をめ
ぐる議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 13 回】 脳死・臓器移植の諸問題（４） どの法案を選ぶか 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 14 回】 安楽死・尊厳死をめぐる議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：これまでの授業の内容を確認
しておいてください。 

【第 15 回】 まとめと振り返り 総括試験 復習：これまでの授業の内容を振り返ってみ
てください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0154-
Y51 

2.科目名 宗教と社会 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学生）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
生） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

世界宗教から各地の伝統的な⺠間信仰まで、また現代の疑似科学やカルトまでを、文化人類
学の視点から「個々人を社会に組み上げていく文化的な仕組み」として解説していきます。
またそのような仕組みを明らかにするため、文化人類学が作り出してきた様々な理論を解説
していきます。 
授業にあたっては、私自身のニューギニア調査など遠い異文化の事例と、ポップカルチャー
などみなさんに身近な自文化の事例を同等に取り上げ、同じ理論で分析していくことで、そ
れらが地続きの世界の事象であることを示したいと考えています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（3）多様性の理解と（2）問題解決力の学修に関連していま
す。 
①宗教のあり方を社会的な側面からとらえるための諸理論を説明することができる 
②社会のあり方を宗教的な側面からとらえるための諸理論を説明することができる。 
③それらの理論を使い、様々な文化事象を分析することができる。 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー ⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
科学／宗教／呪術 ― 授業テーマについて、成績評価
について、期末レポートについて ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 一神教における「神」とは何か ― ユダヤ教、キリス
ト教、イスラム教の基本論理 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 
私は世界で世界は私 ― 仏教、ヒンドゥー教の基本論
理 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 日本人の信仰心の根底にあるもの ― 道教の基本論理 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 魔法少女とメラネシア ― 呪力マナに関する報告と初
期理論の崩壊 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 
教義の研究から人々の宗教実践の理解へ ― 20 世紀
における宗教研究の転換 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 妖術師ルイスの告白 ― 妖術や精霊をめぐる機能主義
的分析 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 



【第 8 回】 
谷底から叫ぶもの ― 神話・伝説の研究と機能主義の
限界 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 9 回】 アスディワルの奇妙な冒険 ― 神話分析と構造主義 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 10 回】 世界は記号でできている ― トーテミズム分析、世界
観と構造 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 境界とタブーと非日常 ― ダグラスの境界論 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 
死と再生、あるいは儀礼的な逆転 ― リーチの境界
論、ターナーの境界論 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 病を投げ捨てる方法 ― 治癒儀礼の論理１：象徴論 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 
呪医は何を治したのか？― 治癒儀礼の論理２：コミ
ュニティの再構築としての癒し 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 痛みと説明 ― 治癒儀礼の論理３：物語論 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0159-
Y51 

2.科目名 自然史 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学生）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
生） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
生物の多様性と動物を分類する構造について理解する。 
動物がどのように整理・分類されているかを理解し、その中でヒトがどのような特徴を持つ
かを、生物学的な観点から議論する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「S2.社会や文化について科学的に理解する力。」および「K1.歴
史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて考える
ことができる。」の学修に関連する。 
この授業を受講することにより、①生物の分類階層（門・綱・目・科・属・種）の大きさを
理解し、身近な動物の分類上の位置づけを説明できる。②動物分類の概要を理解し、図鑑な
どをより適切に利用して動物を同定することができる。さらに、③ヒトの分類的位置づけを
理解するとともに、それらを生物学的な客観性をもって議論でき 

19.教科書・教材 資料配布・ホームページなどを照会する 
20.参考文献  

21.成績評価 

1）毎回、さいごに主として授業で扱った動物群について、学習目標①にあたる内容の短答
式の問題を課す。（50％） 
2）階層的な分類構造と命名法について理解されているか、各動物門について、その基本体
制・生活史・生態などが理解されているかを、主として学習目標②③にあたる内容の確認テ
ストで評価する。（50％） 

22.コメント 
身近な多くの生き物だけでなく、知らない・見たことのない生き物に対しても興味を持って
ください。 
とくに、知らない生き物があった場合には、インターネットなどで調べておくこと。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 3 限目 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
序論：自然史（natural history）の歴史的位置づけと
現代的意義 
総論：生態系の定義・多様性の意義 

動物以外がどのように整理されているのかを
考える 

【第 2 回】 

分類するということ 
・階層的分類と進化 
・生物全体をどのように区分するか 
・5 つの界 

個体・個体群という語が用いられている文章
を探して、適切な用法かどうか評価する。 

【第 3 回】 

動物全体をどのように区分するか 
・消化管を持たない動物 
・消化器官の形成，消化管の形成 
・口と肛門の形成の順序 

住居表示の階層性について確認する 

【第 4 回】 消化管を持たない動物 ラテン語の歴史的位置付けを調べる 



口と肛門の区別のない動物 

【第 5 回】 前口動物（１），袋形動物・環形動物 ラテン語由来のことばとギリシャ語由来のこ
とばを調べて例示できるようにする 

【第 6 回】 前口動物（２），軟体動物 界・ドメインなどの用語について調べる 

【第 7 回】 節足動物（総論） ネットなどでそれぞれの生物の形などを確認
する 

【第 8 回】 
節足動物昆虫綱 
――――― 
後口動物，棘皮動物門 

ネットなどでそれぞれの生物の形などを確認
する 

【第 9 回】 後口動物，棘皮動物・脊索動物 ネットなどでそれぞれの生物の形などを確認
する 

【第 10 回】 脊椎動物：魚類 5 綱 
ネットなどでそれぞれの生物の形などを確認
する 

【第 11 回】 脊椎動物の陸上への進出，両生綱・爬虫綱 
該当する動物の名称と形態の概要をネットな
どで確認する 

【第 12 回】 
哺乳綱の各目の分類と生態 
ヒト科への進化 

該当する動物の名称と形態の概要をネットな
どで確認する 

【第 13 回】 霊⻑目の位置づけと進化系列，ヒト科の進化 サルと呼ばれるものを調べ分布を確認する 
【第 14 回】 ヒト亜科の進化と現生人類の分類学的位置づけ ヒト(人類)の進化について考察する 
【第 15 回】 総括および確認テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0160-
Y51 

2.科目名 生物学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学生）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
生） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

行動生態学（動物行動学）の中での重要なトピックスについて、事例をあげながら理論的背
景について解説する。 
生物は突然変異と自然淘汰によって進化してきた。それらを前提として、生物の生態や行動
について生物学が明らかにしてきたことを、よく知られた事例から理解する。さらに私たち
の行動もしばしばその理論に支配されていることを意識していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「S2.社会や文化について科学的に理解する力。」および「K1.歴
史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて考える
ことができる。」の学修に関連する。 
①分類・生態・遺伝など、生物学の基本的な内容について理解すること。 
②生物進化の基本的な理論について理解し、生物の生態や行動が、生物進化の文脈のもとに
説明できることを理解すること。 
③進化生物学・行動生態学の基本的な原理と矛盾する説明に対して批判的に評価する能力を
備えること。 

19.教科書・教材 配布資料および HP の紹介・提示 
20.参考文献  

21.成績評価 

毎回の小テスト(40％)および期末試験(60％)によって評価する。 
第 2 回から第 7 回までの小テストについては、学習目標①，第 1 回，第 8 回から第 14 回ま
での小テストについては、学習目標②および③の内容にかかわる。 
期末試験では、毎回の小テストの確認、およびとくに学習目標③のより高い理解（ヒトの進
化をめぐっての自由で独創的な考察）を求めるので、それについての解答に重点を置き評価
する。 

22.コメント 

むかしから根強く信じられていた「生物の種の保存・種の繁栄のため」という考え方を持ち
込まず、純粋に個体のため・遺伝子のためという考え方になじんでほしいと思います。ヒト
の行動を説明し、理解することから、より深い人間理解にも進むことができます。授業中に
インターネットなどの資料映像を映写する場合があります。興味があれば、自分でも参考に
なるサイトなどを探してください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：木曜 3 限目 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

進化生物学・行動生態学の基本的原理 
・生物学が問いかける質問には２つの軸（至近要因・
究極要因，プロセス・メカニズム）がある。その中
で、行動生態学は、究極要因・メカニズムの軸で生物
のありかたを理解しようと問いかける。 
・生物は進化の結果としていまの形質を持っている。

進化的な論理について日常の行動をめぐって
評価してみる 



生物の形質を特徴づける背景にある進化の原理とその
結果としての動物行動などの形質についての基本的な
理解を進める。 

【第 2 回】 

動物の性別（オス・メス）がどのように決まるのかの
遺伝学的な要因について理解する（前回の区分での
「至近要因・メカニズム」） 
・遺伝的性決定と環境性決定 
それらの理解を通じて、次回の「ハチの性決定」につ
いての理解の基盤とする。 

人間の性別がどのように決まるのかを事前に
調べておく。（X 染色体・Y 染色体） 

【第 3 回】 

血縁淘汰説とハチの性決定 
・血縁度と包括適応度 
・利他行動 
・ハチの性決定（半数倍数性決定） 
・社会性のハチの性はどのように決まるか 

働きバチ，働きアリはオスなのかメスなのか
を考える。 

【第 4 回】 

フィッシャーの原理 
・なぜ多くの動物で性比は１：１なのか 
・個々の個体は、全体の繁栄を目指してはおらず、自
分の遺伝子をいちばん多く残したいと思っている。 

男と女を産み分けられるとしたら、どちらを
選択しますか？ 

【第 5 回】 

進化的安定戦略 
・雌雄の産み分けなど、いろいろな選択が可能な状況
のなかで一つの行動を選ぶことを「戦略」と呼ぶ。 
・集団として，個体として望ましい選択（戦略）とは
何かを考える。 

集団の中で、自分の利益が最大になるように
振る舞うとしたら、集団全体としてはどのよ
うな社会が実現するだろうか。 

【第 6 回】 
最適資源配分（卵の大きさと個数） 
・大きな卵を少数産むほうがいいのか、小さな卵を多
数産むほうがいいのか… 

枝豆，栗など、栄養が豊富な場合でも足りな
い場合でも豆や栗の実の大きさはあまり変わ
らない理由を考える。 

【第 7 回】 
性差と性淘汰 
・オスとメスの形や大きさが大きく違うのはどのよう
な理由があるのだろうか。性淘汰の観点から考える。 

オスとメスの違いがはっきりしている動物を
３つ程度挙げる。 
逆に、オスとメスの区別がつかない動物を３
つ程度挙げる。 
人間はそのどちらなのかを考える。 

【第 8 回】 

ランナウェイ説・ハンディキャップ説 
・クジャクの尾羽など、オスの生存にとって不都合と
思われるほど華美な形質はどうして生まれるのだろう
か？ 

生存に不要と思われる形質について（過剰な
装飾など）の例を挙げる。 

【第 9 回】 
オスのさまざまな戦略 
・子孫を残すために、オスは多様な戦略をとってい
る。 

体力や大きさではかなわないときに、オスは
どのような戦略をとって子孫を残しているの
だろうか。 

【第 10 回】 

魚類の性転換 
・オスからメスに，メスからオスに性別を変えること
ができる動物として、魚類でよく知られた例を紹介す
る。 

「性転換」と「雌雄同体」について、第二回
の講義で扱ったことを再確認すること。 

【第 11 回】 
有性生殖と無性生殖 
・どうして「性」が必要なのか… 

性を介さずに子供ができるとしたら、どのよ
うなことが起こるだろう。 

【第 12 回】 
生物群集と種間関係 
・生物の集団をめぐる階層性について，基本的な生態
学の用語を理解する。 

個体，個体群，群集，生態系などの英語を調
べておきましょう。 



【第 13 回】 
炭素循環と窒素循環 
・生態系の中での物質の循環について、とくに炭素と
窒素についての基本的な事象と用語を理解する。 

食べ物から得た炭素や窒素はどのように移動
するのだろうか。また、どのように循環して
いるのだろうか。 
事前に考えておきましょう。 

【第 14 回】 
生物の分類階層 
・生物の分類上の名称などを理解するにあたって、
「界∈綱∈目∈科∈属∈種」の階層を覚える。 

生物の分類上のまとまりを表現することばに
ついて、属，科などを思い出してください。 

【第 15 回】 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0164-
Y51 

2.科目名 トラベルメディスン 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井一成 

5.授業科目の区分 
基礎科目／医学分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 ３年生以上 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
前期開講の「健康科学」履修後の受講が望
ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 教室収容定員の関係で、６０名（原則先着登録順）を上限とする。 

17.授業の目的と概要 

【目的と概要】トラベルメディスンとは「旅行医学」のことである。旅行時は普段とは異な
った環境下にあり、身体的負担や精神的不安を増幅させる。またシルバー世代や有病者にお
いては旅行中の発病が危惧され要注意であるが、適切なアドバイスにより発病リスクの軽減
も可能である。旅行者の健康被害を最小限にするためには、旅行に伴うリスク、予防法、そ
してその対処法を適切に理解しておく必要がある。本講では、旅行時における健康上のリス
クについて知り、どうしたらそのリスクを最小限に止めることができるのかを習得する。旅
行者に対する健康上の諸問題を疾患ベースで取り上げ、その原因、病態、予防対策などを修
得する。また「環境変化」や「感染症」に関する学習は、観光文化産業従事者のみならず、
全ての職種や高齢者、障害者、また介護等の分野においても役立つ。本講で得られた知識を
実際面で活用できる人材として育ってほしい。 
【授業計画と方法】常に「考えさせる」ことを重視し、PBL 型の授業を取り入れつつ進め
る。下記の授業計画に従ってパワーポイントを使用し、プレゼン・資料は 、学生・教職員
専用サイト：WebClass より配信（要ノート PC）する。また適宜、視聴覚メディア
（DVD）を活用しながら講義形式で進める。また。「トラベルメディスン・テキストブック
（日本渡航医学会編：非売品）」の骨子に沿って解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、学部 DP（ディプローマ・ポリシー）の項目３．の「多様な価値観を
認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。」、総合社会学科 DP・S2「社
会や文化について科学的に理解する力」および観光学科 DP・K4「異なる価値観を理解し、
自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」の各項目に関連し
ており、以下の３点を主眼に置く。      １．「旅行医学（トラベルメディスン）」に
関する理解を深め、旅行者の精神的および身体的不安の除去に努めるとともに、体調不良時
および緊急 

19.教科書・教材 
なし。授業で使用するプレゼンテーション・資料等は、別途配信する（WebClass に配信予
定）。 

20.参考文献 「トラベルメディスン テキストブック」、日本渡航医学会監修（非売品） 

21.成績評価 

１．「学習目標」の各項目に掲示のように、本講の学びを通じて、わが国と海外諸国との環
境や病院受診方法の相違、また旅行中に遭遇する各種疾患・感染症等について理解を深める
ことで、多様な異なる価値観を認め、社会や文化について医科学的見地から理解し、自らの
考えや日本の魅力を的確に伝えていく一助とする。本講の評価はこうした点を踏まえて、講
義内容の理解度（８０％）＋出欠調査を兼ねた小テストを毎回（計１５回）施行し、到達度
（２０％）を含めた評点（毎回６〜７点×１５回）の合計（＝１００点）を単位評定とす
る。総合評価について 

22.コメント 
指定座席制（前の席を希望する者は、初回に申し出ること）。３回の遅刻（原則として授業
開始後２０分以上）で１回分の欠席扱いとする。欠席が６回に達した場合は、再履修とな
る。出席回数が限界に達し、最終的に慌てることのないよう十分注意すること。また他の学



生に迷惑をかけるなど授業態度に問題がある者は退出させ、以後、欠席扱いとする。普段か
ら自己管理をしっかり行い、心身の健康に留意すること。「５分前行動」を徹底し、遅刻・
欠席しないように心掛けること。講義内容の理解が困難な場合は、積極的に質疑を行い疑問
を先送りしないこと。 

23.オフィスアワー 
個人研究室： 
学修支援センター：木３限 
（オフィスアワー以外でも、メールや研究室訪室により適宜対応する。） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 概論・履修説明： 課題１（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 2 回】 
序論・海外旅行者の健康リスク、旅行会社の責任： 
課題２（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 3 回】 
事前に旅行者に伝える情報、海外旅行と旅行保険： 
課題３（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 4 回】 海外での病院受診方法： 課題４（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 5 回】 航空機内で起こる疾患： 課題５（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 6 回】 旅先での環境変化による疾患 ① ：低体温症など： 
課題６（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 7 回】 旅先での環境変化による疾患 ② ：熱中症など： 課
題７（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 8 回】 
感染症のリスク、水・食事から感染する疾患 ①： 
課題８（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 9 回】 
水・食事から感染する疾患 ②：旅行者下痢症： 課
題９（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 10 回】 蚊から感染する疾患： 課題１０（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 11 回】 性行為から感染する疾患： 課題１１（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 12 回】 患者から感染する病気： 課題１２（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 13 回】 動物・水・土壌から感染する疾患： 課題１３（７
点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 



【第 14 回】 海外渡航時の予防接種： 課題１４（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 15 回】 森林セラピー： 課題１５（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0164-
Y52 

2.科目名 健康科学（２） （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井一成 

5.授業科目の区分 
基礎科目／医学分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 2018 年生 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
前期開講の「健康科学」履修後の受講が望
ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 教室収容定員の関係で、６０名（原則先着登録順）を上限とする。 

17.授業の目的と概要 

【目的と概要】トラベルメディスンとは「旅行医学」のことである。旅行時は普段とは異な
った環境下にあり、身体的負担や精神的不安を増幅させる。またシルバー世代や有病者にお
いては旅行中の発病が危惧され要注意であるが、適切なアドバイスにより発病リスクの軽減
も可能である。旅行者の健康被害を最小限にするためには、旅行に伴うリスク、予防法、そ
してその対処法を適切に理解しておく必要がある。本講では、旅行時における健康上のリス
クについて知り、どうしたらそのリスクを最小限に止めることができるのかを習得する。旅
行者に対する健康上の諸問題を疾患ベースで取り上げ、その原因、病態、予防対策などを修
得する。また「環境変化」や「感染症」に関する学習は、観光文化産業従事者のみならず、
全ての職種や高齢者、障害者、また介護等の分野においても役立つ。本講で得られた知識を
実際面で活用できる人材として育ってほしい。 
【授業計画と方法】常に「考えさせる」ことを重視し、PBL 型の授業を取り入れつつ進め
る。下記の授業計画に従ってパワーポイントを使用し、プレゼン・資料は 、学生・教職員
専用サイト：WebClass より配信（要ノート PC）する。また適宜、視聴覚メディア
（DVD）を活用しながら講義形式で進める。また。「トラベルメディスン・テキストブック
（日本渡航医学会編：非売品）」の骨子に沿って解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、学部 DP（ディプローマ・ポリシー）の項目３．の「多様な価値観を
認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。」、総合社会学科 DP・S2「社
会や文化について科学的に理解する力」および観光学科 DP・K4「異なる価値観を理解し、
自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」の各項目に関連し
ており、以下の３点を主眼に置く。      １．「旅行医学（トラベルメディスン）」に
関する理解を深め、旅行者の精神的および身体的不安の除去に努めるとともに、体調不良時
および緊急 

19.教科書・教材 
なし。授業で使用するプレゼンテーション・資料等は、別途配信する（WebClass に配信予
定）。 

20.参考文献 「トラベルメディスン テキストブック」、日本渡航医学会監修（非売品） 

21.成績評価 

１．「学習目標」の各項目に掲示のように、本講の学びを通じて、わが国と海外諸国との環
境や病院受診方法の相違、また旅行中に遭遇する各種疾患・感染症等について理解を深める
ことで、多様な異なる価値観を認め、社会や文化について医科学的見地から理解し、自らの
考えや日本の魅力を的確に伝えていく一助とする。本講の評価はこうした点を踏まえて、講
義内容の理解度（８０％）＋出欠調査を兼ねた小テストを毎回（計１５回）施行し、到達度
（２０％）を含めた評点（毎回６〜７点×１５回）の合計（＝１００点）を単位評定とす
る。総合評価について 

22.コメント 
指定座席制（前の席を希望する者は、初回に申し出ること）。３回の遅刻（原則として授業
開始後２０分以上）で１回分の欠席扱いとする。欠席が６回に達した場合は、再履修とな
る。出席回数が限界に達し、最終的に慌てることのないよう十分注意すること。また他の学



生に迷惑をかけるなど授業態度に問題がある者は退出させ、以後、欠席扱いとする。普段か
ら自己管理をしっかり行い、心身の健康に留意すること。「５分前行動」を徹底し、遅刻・
欠席しないように心掛けること。講義内容の理解が困難な場合は、積極的に質疑を行い疑問
を先送りしないこと。 

23.オフィスアワー 
個人研究室： 
学修支援センター：木３限 
（オフィスアワー以外でも、メールや研究室訪室により適宜対応する。） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 概論・履修説明： 課題１（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 2 回】 
序論・海外旅行者の健康リスク、旅行会社の責任： 
課題２（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 3 回】 
事前に旅行者に伝える情報、海外旅行と旅行保険： 
課題３（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 4 回】 海外での病院受診方法： 課題４（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 5 回】 航空機内で起こる疾患： 課題５（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 6 回】 旅先での環境変化による疾患 ① ：低体温症など： 
課題６（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 7 回】 旅先での環境変化による疾患 ② ：熱中症など： 課
題７（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 8 回】 
感染症のリスク、水・食事から感染する疾患 ①： 
課題８（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 9 回】 
水・食事から感染する疾患 ②：旅行者下痢症： 課
題９（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 10 回】 蚊から感染する疾患： 課題１０（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 11 回】 性行為から感染する疾患： 課題１１（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 12 回】 患者から感染する病気： 課題１２（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 13 回】 動物・水・土壌から感染する疾患： 課題１３（７
点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 



【第 14 回】 海外渡航時の予防接種： 課題１４（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 15 回】 森林セラピー： 課題１５（７点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0167-
Y81 

2.科目名 海外語学研修 3.単位数 4 

4.授業担当教員 劉争、蝦名大助 

5.授業科目の区分 

基礎科目（観光 1,2 年
生） 
専門科目（観光 3,4 年
生）（総合 1,2 年生） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科（2019 年度以降入学生）・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
海外留学の目標を明確に、海外生活の語学スキルを学び、海外でコミュニケーション場面の
起こり得る課題を考える。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、 ３．多様な
価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく 力、 K1．歴史・伝統・
文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光 と結びつけて考えることがで
きる。 K2．グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関 心を持
つ、 K3．経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティを備え、 自らを
社会に役立てようとする、 K4．異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に
伝え 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

留学期間内に定期的にレポートを提出する。 
帰国後は留学先の成績表を持参のうえ、面談を行う。 
授業ノートの提出 80 点（学習目標①②③に対応）   
総括試験（面談） 20 点（学習目標①③④に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室５号館３０８号：月曜日 昼 
学修支援センター：木曜日 昼 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 2 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 3 回】 留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 4 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 5 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 6 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 7 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 8 回】 留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 



【第 9 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 10 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 11 回】 留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 12 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 13 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 14 回】 
留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 15 回】 留学先の相談、生活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学生活の報告、学習のレポートを作成す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0168-
Y01 

2.科目名 基礎演習 （再） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 1 年次~ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

様々な社会問題・社会現象をめぐって、小レポートの執筆を、少人数の対話的授業（ゼミ）
の中で重ねていきます。 
これにより、①他者に理解してもらえる説明、②資料や意見の正確な引用・要約、③背景ま
で踏み込んだ分析、④他者の資料や意見をふまえた自分の意見の展開、という４技能を身に
つけていきます。 
これは、特に社会学系の学生にとって重要となる⑤レポート作成の能力を、無理なく、楽し
く、体系的に身につけていくためのステップにもなっています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（S2）社会や文化についての科学的理解力、（2）問題解決力、
（3）コミュニケーション力の学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み立てられる 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成できる 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析ができる 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開できる 
⑤春学期末までに本格的な説明型レポートを、秋学期末までに本格的な考察型レポートを書
けるようになる 
 

19.教科書・教材 
授業進行に沿ってレジメ、ワークシート、資料、原稿用紙などを配布していきます。（教科
書は使用しません） 

20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
ワークシートやレポートの提出が、年間で約 30 回あります。それらの評価の総計を最終評
価とします。レポートには簡易なものも本格的なものもあるので、配点はその都度授業内で
説明します。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室：水曜 2 限 
センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

［演習］STEP 01：基礎演習の目標地点とルートマッ
プ 
［演習］ STEP 02：エッセイ型とレポート型 

・授業内容の復習 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

［演習］ STEP 03：レポートの 4 つの型 
［演習］STEP 04：わかりやすく説明しよう （A 型
「簡易な説明文」、主題文と支持文、原稿用紙の使い
方） 

・授業内容の復習 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

［演習］STEP 04 作業の続き 
［演習］STEP 05：根拠を挙げて主張しよう  （B 型
「簡易な考察文」、下書きの重要性、PREP で話す） 

・授業内容の復習 

【第 7 回】 ［演習］STEP 05 作業の続き ・授業内容の復習 



【第 8 回】 ［演習］STEP 05 仕上げ 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

［演習］STEP 06：図書館で文献を探そう （図書検
索、貸出・返却） 
［演習］STEP 07：文献を引用してみよう （C 型の
準備＝文献引用の方法、前回借りた本のタイトルを本
文引用で説明、発表） 

・授業内容の復習 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

［演習］STEP 08：期末レポートに向けて （Ｃ型
「本格的な説明文」） ①文献引用で定義を説明する 
（文献引用の方法の再確認） 
［演習］STEP 08：期末レポートに向けて（Ｃ型「本
格的な説明文」） ②ネットで事例を探す （ネット検
索に関する諸注意） 

・授業内容の復習 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

［演習］STEP 08：期末レポートに向けて （Ｃ型
「本格的な説明文」） ③ネット引用で事例を記述する 
（本論２の執筆、ネット引用の正しい方法） 
［演習］STEP 08：期末レポートに向けて （Ｃ型
「本格的な説明文」） ④レジメを作る・メールで送る 
（発表用レジメの作成、メール添付の方法） 

・授業内容の復習 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

［演習］STEP 08 作業の続き 
［演習］ 前期のふりかえりと後期の予定 ・授業内容の復習 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

［演習］STEP 09：企画書を作ろう （D 型の準備＝
問題の背景に踏み込んだ分析）  
［演習］STEP 09 作業の続き 

・授業内容の復習 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

［演習］STEP 09 作業の続き 
［演習］STEP 10：資料を読んでまとめよう （D 型
の準備=資料の要約） ①レポート型文書の要約 

・授業内容の復習 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

［演習］STEP 10：資料を読んでまとめよう （D 型
の準備=資料の要約） ②エッセイ型文書の要約 
［演習］STEP 11：資料をふまえて考えを述べよう 
（D 型「本格的な考察文」 ①「分析型」の考察展
開） 

・授業内容の復習 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

［演習］STEP 11  （D 型 ②「提案型」の考察展
開） 
［演習］STEP 11  （D 型 ③「再検討型」の考察展
開） 

・授業内容の復習 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

［演習］STEP 11 （D 型 ④「代案型」の考察展開） 
［演習］STEP 11 作業の続き 

・授業内容の復習 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

［演習］STEP 12：先輩たちの卒論を読んで考えを述
べよう （D 型 ＋ 論点の自由設定） 
［演習］STEP 12：作業の続き 

・エントリーシートの執筆 
・授業内容の復習 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

［演習］STEP 12 作業の続き 
［演習］STEP 12 作業の続き 

・授業内容の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0175-
Y54 

2.科目名 人間学Ⅱ （再）（A グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、芦沢真五、齋藤富雄、宗田好史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材 各先生が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜芦沢真五＞ 
◎「『移⺠時代』の多文化共生論―想像力・創造力を育む１４のレッスン」 松尾 知明（明
石書店） 
◎ “Densho” （日系アメリカ人の歴史ポータルサイト） 
http://nikkeijin.densho.org/ 
◎「グローバル人材育成と留学の⻑期的なインパクトに関する調査−留学経験者 5000 人の
調査結果−」 
http://recsie.or.jp/project/gj5000 
◎ "留学の 

21.成績評価 
3 名の担当者の小課題レポート(800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 



最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント  
23.オフィスアワー 各担当者に直接お聞きすること 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜芦沢真五＞ 
第１回：異文化理解とは何か？ 
マジョリティとマイノリティという概念について基本
的な理解を得られるように実例とケース・スタディー
を通じて学ぶ。 
 

＜アサインメント＞異文化との出会いについ
て、自分がこれまでの経験から感じたこと、
授業で新たに学んだことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞日系ブラジル人コミュニティー
にかかわるケース・スタディーを読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 2 回】 

第２回：日本の社会における多文化共生の課題 
「外国人」「日本人」という二項対立的な考え方が日
本社会に強く残っている実情について学ぶ。日系ブラ
ジル人コミュニティーにかかわるケース・スタディー
を題材として、ディスカッションを深めていく。 

＜アサインメント＞日系ブラジル人コミュニ
ティーにかかわるケース・スタディーについ
て、各自で考えたことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞“Densho”の導入歴史にかかわ
る動画を視聴する。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 3 回】 

第３回：移⺠として海外に渡った日本人、特に日系ア
メリカ人の歴史から学ぶ。日系アメリカ人が体験した
差別、苦境、社会適応プロセスなどを通じて、今日、
日本で起こっている多文化共生の課題を考える。 

＜アサインメント＞日系アメリカ人の歴史を
まとめたサイト、“Densho”から動画および
記事を読んで新たに学んだことをレポートす
る。 
＜事前学習＞「留学のすすめ.jp」に掲載さ
れたインタビュー記事を一つ選んで読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 4 回】 

第４回：「留学のすすめ」をテーマとする対話（ダイ
アローグ）をおこなう。研究調査データや留学経験者
のインタビューなどから学び、留学が個人の人生やキ
ャリアにもたらすインパクトについて考察する。特に
留学経験によって、営利・非営利を問わず「起業しよ
うという意欲」が高まったという調査結果に着目す
る。そして「留学」を通じて「チャレンジする心・起
業家マインド」がどのように変化するか、について意
見交換する。 

＜アサインメント＞ 
授業で学んだ研究調査データと「留学のすす
め.jp」の実際のエピソードなどをもとに、
留学が個人に与えるインパクトについて考察
したレポートをまとめる。 
＜事前学習＞参考資料「若者の起業を増やす
にはどうしたらよいか」第Ⅱ章を読んでくる
こと。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 5 回】 

第５回：＜クール・レポート＞ 
第 1 回から第 4 回を通じて、①異文化理解と多文化
共生の概念、②イノベーションと起業家マインドにつ
いて学んできた。 
今日の社会課題を解決し状況を改善していくために、
どのような取り組みが必要か考える。課題①または課

 
＜クール・レポート＞ 
授業で学んだことをもとに①または②のレポ
ートをまとめること。 
課題①異文化理解、多文化共生を実現するう
えで、大学生の立場で取り組むアクション・



題②についてレポートをまとめること。 
 

プランと自分なりの提言をまとめてみよう。 
課題②社会変革（イノベーション）が進展す
る中で、あらゆる職業人は起業家マインドを
もつ必要があると言われている。起業家マイ
ンドを持つ職業人になるためには、学生とし
てどのような準備をしていくべきか、自分の
考えをまとめてみよう。 
（所要時間 120 分） 
 

【第 6 回】 

＜齋藤富雄＞ 
第１回：阪神・淡路大震災を知る 
 大震災から 20 年、被災地では大震災を知る住⺠も
減少し、経験の風化が心配されている。大震災の概
要、教訓を学大震災を自分のものとして、次なる大災
害に対応できる力を身に付ける。 

○事前準備 身近な大震災の経験談を聞く
(60 分) 
○アサイメント 講義で学んだこと、事前に
聞いた経験談などから、大震災から学んだ防
災減災の心得について簡単にまとめる(30
分) 

【第 7 回】 
第２回：防災行政の仕組み 
 防災行政の仕組みを学び、防災・減災についての知
識を深める。 

防災行政の仕組みを学び、防災・減災につい
ての知識を深める。 
○事前準備 国、都道府県、市町村の役割の
違いについて学んでおく(60 分) 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分 

【第 8 回】 

第３回：防災・減災の課題Ⅰ(国際防災協力・貢献、
災害時要援護者) 
 防災先進国日本の防災面での国際協力のあり方を学
び、国際貢献への関心を高める。また、災害時に弱い
立場にある人たちへの支援のあり方を考える。 

 
  
 ○事前準備  特に求めない。 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分)  
  
  
  
 

【第 9 回】 

第４回：防災・減災の課題Ⅱ(自助・共助、自主防災
組織) 
 自助、共助、公助について学ぶとともに、コミュニ
ティ防災のあり方などについて学ぶ。 

○事前準備 自分の住む地域の自主防災組織
について調べる。(60 分) 
○アサイメント 講義を参考にして、コミュ
ニティ防災について簡単にまとめる。(30
分) 

【第 10 回】 

第５回：防災・危機管理の心得 
 その内容 実際に発生した多くの事案をもとに、防
災・危機管理の心得を学ぶ。 
レポート作成の詳細については、第四回の授業時に説
明を行う。 

○事前準備 特に求めない 
○アサイメント 講義を参考にして、防災・
減災について感じたことを簡単にまとめる。
(30 分) 
○クール最終レポートを作成する。 (120
分） 

【第 11 回】 

＜宗田好史＞ 
第１回：「世界遺産って知ってますか？」 
 世界遺産とは何か、またその意味は何かを知りまし
ょう？ 
 世界遺産条約（1972 年採択）までの 50 年とその
後の 50 年の歴史を簡単に見ます。 
 文化遺産は変遷する？これまでどう変わってきたか

〇アサイメント 
世界遺産の基礎知識を調べて答えます。 
〇事前準備 
国内の世界遺産のリストを用意して下さい。 
【所要時間 45 分】 
 



を考えます。 
  
スライド（パワーポイント）で授業し、その PDF を
Web Class で配ります。また、小レポートは書式を
同時に配りますので、それに記入して下さい。 

【第 12 回】 

第２回：「文化遺産の保存っていつ始まったの、なぜ
古いモノを守るの」 
 文化財と文化遺産の違いは何、同じようで少し違う
のでしょうか。 
そこで、文化財保護の歴史を学びます。 
 その上で、世界の文化遺産、ICOMOS(国際記念物
遺産会議)の取組みを知り、次に国際機関を見ていき
ます。 
 UNESCO の仕事は何なの？またそれはどう変わっ
たの？ 
 そもそも役立っているの？ 
 

〇アサイメント 
文化財の種類を調べて答えます。 
〇事前準備 
発展途上国の世界遺産を調べて下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 13 回】 

第３回：「世界遺産の悩み−日本での問題点、世界の
課題」 
 世界遺産が変わったなかで、日本では登録できなか
った世界遺産候補も増えてきました。それでも運動を
続ける地元があります。 
  一方、世界遺産委員会での 1990 年代から熱心な
議論が続くのは、不均衡問題といって持つ国と持たな
い国の違いの問題があります。どこにでもある格差の
問題、貧困や飢餓を見ます。 
 その中で、世界遺産条約が目指す文化的多様性につ
いて考えます。 
 

〇アサイメント 
豊かになった国々となれなかった国々の違い
を考えます。 
〇事前準備 
身近な文化財を一つ選んで紹介します。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 14 回】 

第４回：「国際社会と文化遺産を巡る国際協力」 
 文化財の弊害の一つに文化的権威主義があります。
古いモノを守ることで伝統主義が強調され、時にはナ
ショナリズムという大国のエゴが主張されました。普
通の人々の間でも伝統を守るといって既得権を主張す
る高齢者がいます。その極端な姿が文化遺産の政治的
利用です。個人的な利用にも過度なものがあります。
そこに、文化遺産保護の⺠主国家の限界があり、日韓
両国の争点の背景にもいろいろな問題があるのです。 
 

〇アサイメント 
戦前と戦後の文化財行政の違いを考えます。 
〇事前準備 
これまでに訪れた世界文化遺産を一つ紹介し
て下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 15 回】 

第５回：「まとめ、世界遺産と観光」 
 世界遺産は観光資源ではなく、観光客が集まる訳で
もありません。日本国内にも観光客がほとんど訪れな
い世界遺産があります。それでも世界遺産登録を望む
のは、観光が目的ではないからです。 
 本来の目的、文化遺産を通じた国際理解の促進と平
和教育の取組みについて、少し時間を取って考えてみ
ませんか？ 
 UNESCO には理念があります。いや、ありまし

〇アサイメント 
小レポートにまとめて下さい。 
【所要時間 120 分】 
 



た。世界平和を実現するために教育が要る。1 本のペ
ンと世界遺産、1 冊の本と世界遺産、観光は本来そん
な平和のための活動なのです。 
＜クールレ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0175-
Y55 

2.科目名 人間学Ⅱ （再）（B グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、芦沢真五、齋藤富雄、宗田好史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材 各先生が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜芦沢真五＞ 
◎「『移⺠時代』の多文化共生論―想像力・創造力を育む１４のレッスン」 松尾 知明（明
石書店） 
◎ “Densho” （日系アメリカ人の歴史ポータルサイト） 
http://nikkeijin.densho.org/ 
◎「グローバル人材育成と留学の⻑期的なインパクトに関する調査−留学経験者 5000 人の
調査結果−」 
http://recsie.or.jp/project/gj5000 
◎ "留学の 

21.成績評価 
3 名の担当者の小課題レポート(800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 



最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント  
23.オフィスアワー 各担当者に直接お聞きすること 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜芦沢真五＞ 
第１回：異文化理解とは何か？ 
マジョリティとマイノリティという概念について基本
的な理解を得られるように実例とケース・スタディー
を通じて学ぶ。 
 

＜アサインメント＞異文化との出会いについ
て、自分がこれまでの経験から感じたこと、
授業で新たに学んだことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞日系ブラジル人コミュニティー
にかかわるケース・スタディーを読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 2 回】 

第２回：日本の社会における多文化共生の課題 
「外国人」「日本人」という二項対立的な考え方が日
本社会に強く残っている実情について学ぶ。日系ブラ
ジル人コミュニティーにかかわるケース・スタディー
を題材として、ディスカッションを深めていく。 

＜アサインメント＞日系ブラジル人コミュニ
ティーにかかわるケース・スタディーについ
て、各自で考えたことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞“Densho”の導入歴史にかかわ
る動画を視聴する。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 3 回】 

第３回：移⺠として海外に渡った日本人、特に日系ア
メリカ人の歴史から学ぶ。日系アメリカ人が体験した
差別、苦境、社会適応プロセスなどを通じて、今日、
日本で起こっている多文化共生の課題を考える。 

＜アサインメント＞日系アメリカ人の歴史を
まとめたサイト、“Densho”から動画および
記事を読んで新たに学んだことをレポートす
る。 
＜事前学習＞「留学のすすめ.jp」に掲載さ
れたインタビュー記事を一つ選んで読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 4 回】 

第４回：「留学のすすめ」をテーマとする対話（ダイ
アローグ）をおこなう。研究調査データや留学経験者
のインタビューなどから学び、留学が個人の人生やキ
ャリアにもたらすインパクトについて考察する。特に
留学経験によって、営利・非営利を問わず「起業しよ
うという意欲」が高まったという調査結果に着目す
る。そして「留学」を通じて「チャレンジする心・起
業家マインド」がどのように変化するか、について意
見交換する。 

＜アサインメント＞ 
授業で学んだ研究調査データと「留学のすす
め.jp」の実際のエピソードなどをもとに、
留学が個人に与えるインパクトについて考察
したレポートをまとめる。 
＜事前学習＞参考資料「若者の起業を増やす
にはどうしたらよいか」第Ⅱ章を読んでくる
こと。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 5 回】 

第５回：＜クール・レポート＞ 
第 1 回から第 4 回を通じて、①異文化理解と多文化
共生の概念、②イノベーションと起業家マインドにつ
いて学んできた。 
今日の社会課題を解決し状況を改善していくために、
どのような取り組みが必要か考える。課題①または課

 
＜クール・レポート＞ 
授業で学んだことをもとに①または②のレポ
ートをまとめること。 
課題①異文化理解、多文化共生を実現するう
えで、大学生の立場で取り組むアクション・



題②についてレポートをまとめること。 
 

プランと自分なりの提言をまとめてみよう。 
課題②社会変革（イノベーション）が進展す
る中で、あらゆる職業人は起業家マインドを
もつ必要があると言われている。起業家マイ
ンドを持つ職業人になるためには、学生とし
てどのような準備をしていくべきか、自分の
考えをまとめてみよう。 
（所要時間 120 分） 
 

【第 6 回】 

＜齋藤富雄＞ 
第１回：阪神・淡路大震災を知る 
 大震災から 20 年、被災地では大震災を知る住⺠も
減少し、経験の風化が心配されている。大震災の概
要、教訓を学大震災を自分のものとして、次なる大災
害に対応できる力を身に付ける。 

○事前準備 身近な大震災の経験談を聞く
(60 分) 
○アサイメント 講義で学んだこと、事前に
聞いた経験談などから、大震災から学んだ防
災減災の心得について簡単にまとめる(30
分) 

【第 7 回】 
第２回：防災行政の仕組み 
 防災行政の仕組みを学び、防災・減災についての知
識を深める。 

防災行政の仕組みを学び、防災・減災につい
ての知識を深める。 
○事前準備 国、都道府県、市町村の役割の
違いについて学んでおく(60 分) 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分 

【第 8 回】 

第３回：防災・減災の課題Ⅰ(国際防災協力・貢献、
災害時要援護者) 
 防災先進国日本の防災面での国際協力のあり方を学
び、国際貢献への関心を高める。また、災害時に弱い
立場にある人たちへの支援のあり方を考える。 

 
  
 ○事前準備  特に求めない。 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分)  
  
  
  
 

【第 9 回】 

第４回：防災・減災の課題Ⅱ(自助・共助、自主防災
組織) 
 自助、共助、公助について学ぶとともに、コミュニ
ティ防災のあり方などについて学ぶ。 

○事前準備 自分の住む地域の自主防災組織
について調べる。(60 分) 
○アサイメント 講義を参考にして、コミュ
ニティ防災について簡単にまとめる。(30
分) 

【第 10 回】 

第５回：防災・危機管理の心得 
 その内容 実際に発生した多くの事案をもとに、防
災・危機管理の心得を学ぶ。 
レポート作成の詳細については、第四回の授業時に説
明を行う。 

○事前準備 特に求めない 
○アサイメント 講義を参考にして、防災・
減災について感じたことを簡単にまとめる。
(30 分) 
○クール最終レポートを作成する。 (120
分） 

【第 11 回】 

＜宗田好史＞ 
第１回：「世界遺産って知ってますか？」 
 世界遺産とは何か、またその意味は何かを知りまし
ょう？ 
 世界遺産条約（1972 年採択）までの 50 年とその
後の 50 年の歴史を簡単に見ます。 
 文化遺産は変遷する？これまでどう変わってきたか

〇アサイメント 
世界遺産の基礎知識を調べて答えます。 
〇事前準備 
国内の世界遺産のリストを用意して下さい。 
【所要時間 45 分】 
 



を考えます。 
  
スライド（パワーポイント）で授業し、その PDF を
Web Class で配ります。また、小レポートは書式を
同時に配りますので、それに記入して下さい。 

【第 12 回】 

第２回：「文化遺産の保存っていつ始まったの、なぜ
古いモノを守るの」 
 文化財と文化遺産の違いは何、同じようで少し違う
のでしょうか。 
そこで、文化財保護の歴史を学びます。 
 その上で、世界の文化遺産、ICOMOS(国際記念物
遺産会議)の取組みを知り、次に国際機関を見ていき
ます。 
 UNESCO の仕事は何なの？またそれはどう変わっ
たの？ 
 そもそも役立っているの？ 
 

〇アサイメント 
文化財の種類を調べて答えます。 
〇事前準備 
発展途上国の世界遺産を調べて下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 13 回】 

第３回：「世界遺産の悩み−日本での問題点、世界の
課題」 
 世界遺産が変わったなかで、日本では登録できなか
った世界遺産候補も増えてきました。それでも運動を
続ける地元があります。 
  一方、世界遺産委員会での 1990 年代から熱心な
議論が続くのは、不均衡問題といって持つ国と持たな
い国の違いの問題があります。どこにでもある格差の
問題、貧困や飢餓を見ます。 
 その中で、世界遺産条約が目指す文化的多様性につ
いて考えます。 
 

〇アサイメント 
豊かになった国々となれなかった国々の違い
を考えます。 
〇事前準備 
身近な文化財を一つ選んで紹介します。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 14 回】 

第４回：「国際社会と文化遺産を巡る国際協力」 
 文化財の弊害の一つに文化的権威主義があります。
古いモノを守ることで伝統主義が強調され、時にはナ
ショナリズムという大国のエゴが主張されました。普
通の人々の間でも伝統を守るといって既得権を主張す
る高齢者がいます。その極端な姿が文化遺産の政治的
利用です。個人的な利用にも過度なものがあります。
そこに、文化遺産保護の⺠主国家の限界があり、日韓
両国の争点の背景にもいろいろな問題があるのです。 
 

〇アサイメント 
戦前と戦後の文化財行政の違いを考えます。 
〇事前準備 
これまでに訪れた世界文化遺産を一つ紹介し
て下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 15 回】 

第５回：「まとめ、世界遺産と観光」 
 世界遺産は観光資源ではなく、観光客が集まる訳で
もありません。日本国内にも観光客がほとんど訪れな
い世界遺産があります。それでも世界遺産登録を望む
のは、観光が目的ではないからです。 
 本来の目的、文化遺産を通じた国際理解の促進と平
和教育の取組みについて、少し時間を取って考えてみ
ませんか？ 
 UNESCO には理念があります。いや、ありまし

〇アサイメント 
小レポートにまとめて下さい。 
【所要時間 120 分】 
 



た。世界平和を実現するために教育が要る。1 本のペ
ンと世界遺産、1 冊の本と世界遺産、観光は本来そん
な平和のための活動なのです。 
＜クールレ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0175-
Y56 

2.科目名 人間学Ⅱ （再）（C グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、芦沢真五、齋藤富雄、宗田好史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材 各先生が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜芦沢真五＞ 
◎「『移⺠時代』の多文化共生論―想像力・創造力を育む１４のレッスン」 松尾 知明（明
石書店） 
◎ “Densho” （日系アメリカ人の歴史ポータルサイト） 
http://nikkeijin.densho.org/ 
◎「グローバル人材育成と留学の⻑期的なインパクトに関する調査−留学経験者 5000 人の
調査結果−」 
http://recsie.or.jp/project/gj5000 
◎ "留学の 

21.成績評価 
3 名の担当者の小課題レポート(800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 



最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント  
23.オフィスアワー 各担当者に直接お聞きすること 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜芦沢真五＞ 
第１回：異文化理解とは何か？ 
マジョリティとマイノリティという概念について基本
的な理解を得られるように実例とケース・スタディー
を通じて学ぶ。 
 

＜アサインメント＞異文化との出会いについ
て、自分がこれまでの経験から感じたこと、
授業で新たに学んだことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞日系ブラジル人コミュニティー
にかかわるケース・スタディーを読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 2 回】 

第２回：日本の社会における多文化共生の課題 
「外国人」「日本人」という二項対立的な考え方が日
本社会に強く残っている実情について学ぶ。日系ブラ
ジル人コミュニティーにかかわるケース・スタディー
を題材として、ディスカッションを深めていく。 

＜アサインメント＞日系ブラジル人コミュニ
ティーにかかわるケース・スタディーについ
て、各自で考えたことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞“Densho”の導入歴史にかかわ
る動画を視聴する。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 3 回】 

第３回：移⺠として海外に渡った日本人、特に日系ア
メリカ人の歴史から学ぶ。日系アメリカ人が体験した
差別、苦境、社会適応プロセスなどを通じて、今日、
日本で起こっている多文化共生の課題を考える。 

＜アサインメント＞日系アメリカ人の歴史を
まとめたサイト、“Densho”から動画および
記事を読んで新たに学んだことをレポートす
る。 
＜事前学習＞「留学のすすめ.jp」に掲載さ
れたインタビュー記事を一つ選んで読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 4 回】 

第４回：「留学のすすめ」をテーマとする対話（ダイ
アローグ）をおこなう。研究調査データや留学経験者
のインタビューなどから学び、留学が個人の人生やキ
ャリアにもたらすインパクトについて考察する。特に
留学経験によって、営利・非営利を問わず「起業しよ
うという意欲」が高まったという調査結果に着目す
る。そして「留学」を通じて「チャレンジする心・起
業家マインド」がどのように変化するか、について意
見交換する。 

＜アサインメント＞ 
授業で学んだ研究調査データと「留学のすす
め.jp」の実際のエピソードなどをもとに、
留学が個人に与えるインパクトについて考察
したレポートをまとめる。 
＜事前学習＞参考資料「若者の起業を増やす
にはどうしたらよいか」第Ⅱ章を読んでくる
こと。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 5 回】 

第５回：＜クール・レポート＞ 
第 1 回から第 4 回を通じて、①異文化理解と多文化
共生の概念、②イノベーションと起業家マインドにつ
いて学んできた。 
今日の社会課題を解決し状況を改善していくために、
どのような取り組みが必要か考える。課題①または課

 
＜クール・レポート＞ 
授業で学んだことをもとに①または②のレポ
ートをまとめること。 
課題①異文化理解、多文化共生を実現するう
えで、大学生の立場で取り組むアクション・



題②についてレポートをまとめること。 
 

プランと自分なりの提言をまとめてみよう。 
課題②社会変革（イノベーション）が進展す
る中で、あらゆる職業人は起業家マインドを
もつ必要があると言われている。起業家マイ
ンドを持つ職業人になるためには、学生とし
てどのような準備をしていくべきか、自分の
考えをまとめてみよう。 
（所要時間 120 分） 
 

【第 6 回】 

＜齋藤富雄＞ 
第１回：阪神・淡路大震災を知る 
 大震災から 20 年、被災地では大震災を知る住⺠も
減少し、経験の風化が心配されている。大震災の概
要、教訓を学大震災を自分のものとして、次なる大災
害に対応できる力を身に付ける。 

○事前準備 身近な大震災の経験談を聞く
(60 分) 
○アサイメント 講義で学んだこと、事前に
聞いた経験談などから、大震災から学んだ防
災減災の心得について簡単にまとめる(30
分) 

【第 7 回】 
第２回：防災行政の仕組み 
 防災行政の仕組みを学び、防災・減災についての知
識を深める。 

防災行政の仕組みを学び、防災・減災につい
ての知識を深める。 
○事前準備 国、都道府県、市町村の役割の
違いについて学んでおく(60 分) 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分 

【第 8 回】 

第３回：防災・減災の課題Ⅰ(国際防災協力・貢献、
災害時要援護者) 
 防災先進国日本の防災面での国際協力のあり方を学
び、国際貢献への関心を高める。また、災害時に弱い
立場にある人たちへの支援のあり方を考える。 

 
  
 ○事前準備  特に求めない。 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分)  
  
  
  
 

【第 9 回】 

第４回：防災・減災の課題Ⅱ(自助・共助、自主防災
組織) 
 自助、共助、公助について学ぶとともに、コミュニ
ティ防災のあり方などについて学ぶ。 

○事前準備 自分の住む地域の自主防災組織
について調べる。(60 分) 
○アサイメント 講義を参考にして、コミュ
ニティ防災について簡単にまとめる。(30
分) 

【第 10 回】 

第５回：防災・危機管理の心得 
 その内容 実際に発生した多くの事案をもとに、防
災・危機管理の心得を学ぶ。 
レポート作成の詳細については、第四回の授業時に説
明を行う。 

○事前準備 特に求めない 
○アサイメント 講義を参考にして、防災・
減災について感じたことを簡単にまとめる。
(30 分) 
○クール最終レポートを作成する。 (120
分） 

【第 11 回】 

＜宗田好史＞ 
第１回：「世界遺産って知ってますか？」 
 世界遺産とは何か、またその意味は何かを知りまし
ょう？ 
 世界遺産条約（1972 年採択）までの 50 年とその
後の 50 年の歴史を簡単に見ます。 
 文化遺産は変遷する？これまでどう変わってきたか

〇アサイメント 
世界遺産の基礎知識を調べて答えます。 
〇事前準備 
国内の世界遺産のリストを用意して下さい。 
【所要時間 45 分】 
 



を考えます。 
  
スライド（パワーポイント）で授業し、その PDF を
Web Class で配ります。また、小レポートは書式を
同時に配りますので、それに記入して下さい。 

【第 12 回】 

第２回：「文化遺産の保存っていつ始まったの、なぜ
古いモノを守るの」 
 文化財と文化遺産の違いは何、同じようで少し違う
のでしょうか。 
そこで、文化財保護の歴史を学びます。 
 その上で、世界の文化遺産、ICOMOS(国際記念物
遺産会議)の取組みを知り、次に国際機関を見ていき
ます。 
 UNESCO の仕事は何なの？またそれはどう変わっ
たの？ 
 そもそも役立っているの？ 
 

〇アサイメント 
文化財の種類を調べて答えます。 
〇事前準備 
発展途上国の世界遺産を調べて下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 13 回】 

第３回：「世界遺産の悩み−日本での問題点、世界の
課題」 
 世界遺産が変わったなかで、日本では登録できなか
った世界遺産候補も増えてきました。それでも運動を
続ける地元があります。 
  一方、世界遺産委員会での 1990 年代から熱心な
議論が続くのは、不均衡問題といって持つ国と持たな
い国の違いの問題があります。どこにでもある格差の
問題、貧困や飢餓を見ます。 
 その中で、世界遺産条約が目指す文化的多様性につ
いて考えます。 
 

〇アサイメント 
豊かになった国々となれなかった国々の違い
を考えます。 
〇事前準備 
身近な文化財を一つ選んで紹介します。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 14 回】 

第４回：「国際社会と文化遺産を巡る国際協力」 
 文化財の弊害の一つに文化的権威主義があります。
古いモノを守ることで伝統主義が強調され、時にはナ
ショナリズムという大国のエゴが主張されました。普
通の人々の間でも伝統を守るといって既得権を主張す
る高齢者がいます。その極端な姿が文化遺産の政治的
利用です。個人的な利用にも過度なものがあります。
そこに、文化遺産保護の⺠主国家の限界があり、日韓
両国の争点の背景にもいろいろな問題があるのです。 
 

〇アサイメント 
戦前と戦後の文化財行政の違いを考えます。 
〇事前準備 
これまでに訪れた世界文化遺産を一つ紹介し
て下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 15 回】 

第５回：「まとめ、世界遺産と観光」 
 世界遺産は観光資源ではなく、観光客が集まる訳で
もありません。日本国内にも観光客がほとんど訪れな
い世界遺産があります。それでも世界遺産登録を望む
のは、観光が目的ではないからです。 
 本来の目的、文化遺産を通じた国際理解の促進と平
和教育の取組みについて、少し時間を取って考えてみ
ませんか？ 
 UNESCO には理念があります。いや、ありまし

〇アサイメント 
小レポートにまとめて下さい。 
【所要時間 120 分】 
 



た。世界平和を実現するために教育が要る。1 本のペ
ンと世界遺産、1 冊の本と世界遺産、観光は本来そん
な平和のための活動なのです。 
＜クールレ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0176-
A81 

2.科目名 地域防災減災論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学部 9.履修学年 
２年〜 
看護学科は 1 年冬〜 

10.取得資格の要件 

履修登録は秋学期開始時ま
でに行うこと。 
防災士試験受験者は、普通
救命士講習(本学あるいは
近隣消防署等によるもの）
を別途受講（３時間程度）
する必要がある。なお、セ
ンタープログラムの一環と
して秋学期に,三木、尼崎キ
ャンパスにおいて講習を実
施予定。 

11.先修条件 人間学Ⅱを履修済みか履修中 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義中心 

16.履修制限 履修登録は秋学期当初の履修変更時に受け付ける（10 月 3 日まで。秋学期に救命士講習を
実施するため、秋学期末の履修登録は認めません）。 

17.授業の目的と概要 

 本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく生き抜くために必要と
なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発生時の対応などについて体系的に学
習する。 
 さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会を提供
し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す 
<防災士教本、防災士試験受験料、防災士登録料（合計 11,500 円）の一部は、協力企業から
の寄付金により補填され、自己負担金は 3,500 円。 
 自己負担金は、講義開講日に必要書類に添えて納入すること(詳細は別途連絡します)。 
 防災士試験に不合格でも受験しなくても自己負担金は返金しません> 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

将来各方面で活躍するなかで、地域や組織における防災リーダーとして安全・安心をけん引
していける人材を育成することを目標とする。 

19.教科書・教材 
防災士教本、各講師作成資料 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献 防災リテラシー（森北出版） 

21.成績評価 

開講日前日まで：WebClass の各種問題の予習(5%) 
授業終了まで：WebClass による予習・復習･試験対策問題(45%) 
計 50%（WebClass 使用） 
総括試験：40% 
防災士試験の合否：10%（年度内に防災士試験が実施されない場合は総括試験を 50%とす
る） 
<防災士試験受験は、WebClass の各種問題等を行い、総括試験 70%程度以上の成績を有す
る者に、原則受験資格を与える予定> 



WebClass にアクセスできる PC かタブレット等（スマホでも可）、防災士教本を毎回持参の
こと 

22.コメント 

毎回の授業に加えて、授業前の練習問題、授業期間中の確認問題などをキッチリこなして、
防災士資格の取得を目指してください。 
救命士講習は、極力秋学期期間中に最寄りの消防署で受講すること。 
大学での受講希望者は、Outlook Mail からの連絡などに速やかに対応してください。 
連絡は Outlook Mail を使用するので、メールのチェック(携帯への自動転送)を必ず行ってく
ださい。 
【講師名、設定日時は予定です。変更の場合があります】 

23.オフィスアワー 

センタープログラムの一環として、普通救命講座を秋学期中に 3 時間程度実施予定（三木キ
ャンパス、尼崎キャパスで各消防署に講師依頼）。その他、学内講師でも実施予定（日時
は、１０月中に連絡予定）。 
受講できない者は、自宅所在地の消防署、三木消防署、尼崎消防署、神⼾市消防署が毎月実
施する普通救命士講習を、集中講義開講までに受講しておくこと。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
(１日目:2/** 
2 限 ) 
 

ハザードと災害(防災と減災) 
関⻄国際大学 教授 村田昌彦 
 

WebClass による予習(開講までに事前練習
問題取り組み)、授業後の復習は必須。 
毎回、WebClass を活用するので、ノートＰ
Ｃ，タブレットを持参のこと（スマホでも
可） 
＜毎回共通＞ 

第２回 
(１日
目; :2/** 3
限 ） 

行政対応と災害法制度 <地域防災計画、災害対策基
本法、災害救助法> 
講師：関⻄国際大学  教授 村田昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第３回 
(１日
目；:2/** 
 ４限） 

災害発生の歴史と仕組みと被害<地盤災害等：地震・
津波> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第４回 
(１日
目；:2/** 
 ５限） 

 災害発生の歴史と仕組みと被害 <台風、風水害､強
風･⻯巻、土砂災害> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第５回 
（２日
目；:2/** 
 ２限） 

災害発生の歴史と仕組みと被害<⽕山・⽕災> 
講師：関⻄国際大学経営学部 講師  田中綾子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通  
 

第６回 
（２日
目；:2/** 
 ３限） 

防災訓練の実践、災害と危機管理 
講師：東京大学リサーチフェロー（兵庫県広域防災セ
ンター） 
    田中 健一 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第７回 
（２日
目；:2/** 
 ４限） 

被災者の心理<避難と避難行動、災害と流言・風評> 
講師：関⻄国際大学 人間心理学科 教授 道免逸子  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第８回 
（２日

災害医療・看護 <応急救急･救命､トリアージ、避難
所と仮設住宅> 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 



目；:2/** 
 ５限） 

講師：関⻄国際大学保健医療学部 教授 松田 宣子 

第９回 
（３日
目；:2/** 
 ２限） 

防災情報 <予警報、緊急地震速報､被害･避難者情報> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 10 回 
（３日
目；:2/** 
 ３限） 

企業・都市における防災総論 ＜都市経営と災害、
BCP＞ 
講師：松本茂樹 (兵庫大学現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部⻑ 教授)  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 11 回 
（３日
目；:2/** 
 ４限） 

自助・共助・公助  <耐震診断と補強、身近でできる
防災対策> 
講師：経営学部 講師  田中綾子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 12 回 
（３日
目；:2/** 
 ５限） 

防災まちづくり ＜ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・地域の復旧と復興＞ 
講師： 経営学科教授 村田昌彦  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 13 回 
（４日
目； :2/** 
 ２限 ) 
 

学校防災<特別講義> 
学校の教職員に必要となる、学校における災害からの
安全・安心確保について、包括的に学ぶ 
講師：関⻄国際大学教授 齋藤富雄 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 14 回 
（４日
目；:2/** 
 ３限） 

ライフラインの被害と復旧＜ライフライン・交通イン
フラ＞ 
講師：関⻄国際大学 教授 村田 昌彦 
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 
 

第 15 回 
（４日
目；:2/** 
 ４限）  
第 16 回 
（４日
目；:2/** 
 ５限） 

期末総括テスト 
防災士試験対策 
第 16 回目に、履修者のうち受験資格が確認できた者
は全員（原則）、日本防災士機構による防災士試験を
受験 

WebClass を活用するので、ノートＰＣ，タ
ブレットを持参のこと 
<総括テストは PC かタブレット使用。スマ
ホ不可。> 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0178-
Y51 

2.科目名 選択英語 Listening and SpeakingⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 All international students taking this class must first take the placement test. 

17.授業の目的と概要 

The listening sections provide regular opportunities for discussion and interaction, with 
activities to practice global and close 
listening skills, as well as chances to critically examine the ideas in the text. Speaking is 
split into three main parts: grammar, 
punctuation and speaking. This culminates in a final, realistic, productive task that gives 
students the opportunity to use 
their new skills in a meaningful exercise. Packaged with an online Digibook access code, 
along with a digital version of the 
text, the students also have access to a wealth of information and activities, including 
audio files, useful language, dictionary 
definitions, videos and progress checklists. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this semester course,  
1. students will be able to ask for clarification, ask for more information, ask follow-up 
questions, ask what something is called. 
2. s 

19.教科書・教材 World Link 2B Combo Split 
20.参考文献 A dictionary. 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 

Students will receive feedback on tests and presentations. Students are also encouraged 
to visit the International Exchange 
Center for more personalized feedback. 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discuss 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Students will practice speaking through ice-breaker 
activities; learn about course content. 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 2 回】 Unit 7 Celebrations : Lesson A 
Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 



regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 3 回】 Unit 7 Celebrations : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 4 回】 Unit 8 Storytelling : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 5 回】 Unit 8 Storytelling : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 6 回】 Unit 9 Work : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 7 回】 Unit 9 Work : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 8 回】 Mid-term Exam 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 9 回】 Unit 10 Telephoning : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 10 回】 Unit 10 Telephoning : Lesson A 
Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 



regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 11 回】 Unit 11 Technology : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 12 回】 Unit 11 Technology : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 13 回】 Unit 12 Travel : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 14 回】 Unit 12 Travel : Lesson A 

Students should prepare for class by 
following the teacher's instructions 
regarding vocabulary, grammar and 
learning strategies. Students should also 
regularly review their notes and 
photocopies 

【第 15 回】 Exam preview& Final exam  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0180-
Y51 

2.科目名 選択英語 英語で学ぶ日本Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This class is a discussion-style class that contains some of the most current issues of 
interest to young Japanese people. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this semester course, 
1. students will be able to give their opinions about current news items and hot topics. 
2. students will discuss Japanese politics, economy, education, society, immigration, etc. 
（本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し 

19.教科書・教材 In class, materials will be delivered as handouts. 
20.参考文献 (Hot Topics Japan 2, ISBN-13: 978-1613528204) 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments. 

23.オフィスアワー 
Office hours will be determined by appointment, which can be arranged before of after 
classes. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Introduction to the class and ice-breaking activities 
discussion activities will be held. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
We will examine holidays in Japan through reading, 
listening and discussion activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
We will explore why japan has a low crime rate 
though reading, listening and discussion activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 We will discuss the history of divorce in Japan. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 We will discuss workplace culture, especially 
overwork through readings and listening activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 We will explore the history of traditional Japanese 
food and learn to describe it. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 
We will discuss the issue of martial arts in 
Japanese schools. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



【第 8 回】 Midterm Test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
We will examine the notion of whole person 
education through readings and listening activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
We will learn about and discuss the world-famous 
Suzuki Method. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
We will explore the impact internet cafes are having 
on youth. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 We will learn about and discuss J-pop culture. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 We will read about and discuss tattoo culture in 
Japan. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Final review and discussions. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Practice exam to prepare for the final exam. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0182-
Y51 

2.科目名 選択英語 英語で学ぶ文化Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 総合英語Ⅰ〜Ⅳを履修済みの人が望ましい 

17.授業の目的と概要 
This class will discuss different cultures and ways of life in various countries. Lessons 
will include listening, reading, writing and speaking opportunities. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this course,  
1. students will be able to discuss a variety of topics using detailed sentences and 
providing reasons. 
2. students will be able to express their 

19.教科書・教材 Teacher's own materials 
20.参考文献 A dictionary. A writing book (NOT lose leaf, NOT separate pieces of paper) 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments in 
the International Exchange Center. 

23.オフィスアワー Students can schedule appointments by asking the teacher in person. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Mingle, ice-breakers, class rules, chat. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Lesson 1: Old traditions: now and then, changes. 
Research and discuss. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Lesson 2: The Amish: culture, ideas. Discuss and 
compare. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Lesson 3: Garbage Patch. Discuss and compare, 
predict. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 Lesson 4: Zero Waste. Changes we can make. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 Lesson 5: Money Talk: discuss, explain. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 Lesson 6: Financial Planning: dos and donʼt's. １今回の復習 



２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Lesson 1-6 review: practice, fluency and accuracy 
activities 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 Midterm test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 Lesson 8: ADA: research, discuss. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
Lesson 9: ADA in education: discuss, project, 
compare. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 Lesson 10: Disaster Relief: discuss, explain. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 
Lesson 11: RV Campers: why, where, how? Discuss, 
compare. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Conversation practice, vocab review, fun activities. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Final exam.  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0186-
Y51 

2.科目名 選択英語 TOEICⅡ初・中級 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習を中心に行い、語彙の補強、文
法、読解力および聴解力の強化を目指す。前回の問題演習をもとに、語彙と文法の小テスト
を毎回行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目標 

19.教科書・教材 Stepping Stones for the TOEIC Test"  朝日出版"  Shogo Mitsutomi 他 
20.参考文献 授業内で案内します。 

21.成績評価 

平常点、participation ： 25 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応)                                                                   
mini-test ： 25 点（学習目標の 1. 2.に対応) 
総括試験 ： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学生のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学までに培った文法力、語彙力を落とすことのないよう学習
しておくこと。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 Guidance、Unit8  

【第 2 回】 Unit9  Transportation & Commuting （リスニン
グ） 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 
Unit9  Transportation & Commuting  （リーディン
グ）、不定詞・動名詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit10  Familylife & Home （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 5 回】 
Unit10  Familylife & Home （リーディング）、分
詞・受動態 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit11  Computers & Internet （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 
Unit11  Computers & Internet （リーディング）、
仮定法 

テストに備えて勉強すること 

【第 8 回】 Review① 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 9 回】 Unit12  Offices & Office Supplies （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 



復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 Unit12  Offices & Office Supplies （リーディン
グ）、関係詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit13  Jobs & Recruitment （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 
Unit13  Jobs & Recruitment （リーディング）、接
続詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 
Unit14  Business, Accounting & Banking （リスニ
ング） 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 Unit14  Business, Accounting & Banking （リーデ
ィング）、前置詞・倒置 

テストに備えて勉強すること 

【第 15 回】 Review②  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0188-
Y51 

2.科目名 選択英語 TOEICⅣ上級 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 ３年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習をトーイック形式に基づいて行
い、語彙の補強、文法、読解力およびリスニング力の強化を目指す。毎回、前回の内容から
のミニテストを行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目標 

19.教科書・教材 
"FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST"  Chizuko Tsumatori  Masumi Tahira 
 センゲージラーニング 

20.参考文献 授業内で案内します。  
 

21.成績評価 

平常点、participation ：  30 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応) 
mini-test ： 20 点（学習目標の 1, 2.に対応) 
総括試験： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 
 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学生のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学までに培った文法力、語彙力を落とすことのないよう学習
しておくこと 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 Guidance 復習：ミニテストの準備をすること 

【第 2 回】 Unit7 Fun （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 Unit７ Fun（リーディング）動名詞、不定詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit8  Office Work （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 5 回】 Unit8 Office Work（リーディング）助動詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit9  Meeting （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 Unit 9 Meeting（リーディング）比較 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 



【第 8 回】 Review① 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 9 回】 Unit10   Travel（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 Unit10 Travel （リーディング）前置詞 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit11 Finance （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 Unit11  Finance （リーディング）接続詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 Unit12  Business（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 Unit12 Business（リーディング）関係詞 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 15 回】 期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0196-
Y51 

2.科目名 基礎英語（４） （再）（2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常生活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講生全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today III by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

23.オフィスアワー 授業終了後 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1  April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Bumper Stickers 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Bumper Stickers 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  Picnics 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 Picnics 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0197-
Y51 

2.科目名 基礎英語（５） （再）（2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This listening and speaking class helps students communicate fluently and confidently in 
English. It develops language skills through the use of vocabulary, important grammar 
and exciting topics. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this semester course,  
1. students will be able to ask for clarification, ask for more information, ask 
followupquestions, ask what something is called. 
2. students will be able  to talk about prices, use signal words to order information, e 

19.教科書・教材 In class, materials will be delivered as handouts. 
20.参考文献 (World Link 1 B Combo Split ISBN-13: 978-1-305-65084-8) 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント Students are encouraged to reveiew notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by sending emails. 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Course explanation will be followed by various 
fluency-building communication activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 7 City Life: Students will learn to identify 
places in neighborhoods, and discuss what makes a 
place good to live in. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 

Unit 7 City Life: Students will discuss what they like 
and dislike about cities through a variety of spoken 
and writen activities. Students will apply their 
understanding through a problem solving mystery 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Unit 8 All About You: Students will use a variety of 
media to talk about alikes and dislikes, culminating 
in a multi-tiered question and answer group activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 

Unit 8 All About You: Students will practice using 
gerunds and infinitives, discuss hobbies and habits, 
and create and pratictice conversations containing 
offers and invitations. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
Unit 9 Change: Students will discuss changes in 
their lives and their future goals through a variety of 
written and spoken activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



【第 7 回】 
Unit 9 Changes: Students will learn various ways to 
ask to borrow things, culminating in mini-
presentations. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Midterm Test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
Unit 10 Health: Students will watch a video, and 
complete various activities concerning identifying 
body parts and discussing health problems. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 

Unit 10 health: Students will practice short and long 
vowel sounds, roleplay cancelling plans due to 
health issues.  
 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 

Unit 11 Achievement: Students will discuss past 
and present achievements, and learn to offer and 
respond to complements.  
 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
Unit 11Achievement: Students will learn adjectives, 
create conversations based on compliments, and 
practice them with classmates. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 
Unit 12 At the Movies: Students will talk about 
types of movies, describe them and rate them. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Review of units 1 課題完成 
【第 15 回】 Final Exam  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0198-
Y51 

2.科目名 基礎英語（６） （再）（2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常生活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講生全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today III by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

23.オフィスアワー 授業終了後 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1  April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 April Fool's Day 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Going to the Gym 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Bumper Stickers 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Bumper Stickers 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  Picnics 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 Picnics 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Three-Day-Weekends 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Carry-out Food 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0203-
Y51 

2.科目名 日本語コミュニケーション実践 3.単位数 2 

4.授業担当教員 新稲法子 

5.授業科目の区分 
基礎科目／日本語の検
定分野の実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】仕事や改まった場面で、常識ある大人としてコミュニケーションできるようになる
こと 
【概要】show and tell・ビブリオバトル・ディベートなどの技能を学び、話し言葉を中心
に、わかりやすく誤解されない伝え方を課題を通して身に着けます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の｢3.多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連
携していく力｣｢S3.新たな文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発展に貢献する力｣と
｢K4.異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える｣の学修に関連しています。 
①大勢の前で聞き手と視線を合わせてフォーマルな 5 分間スピーチができる。 
②改まった場でも、知らない人とでも、大人の会話ができる。 
③話の流れをつかみ、わかりやすく説明できる。 
④感情的にならずに、論理的に自分の意見 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配付します。 

20.参考文献 

新稲法子『伝える伝わる文章表現』KST プロダクション 
藤沢晃治『新装版「分かりやすい表現」の技術 意図を正しく伝えるための 16 のルール』文
響社 
谷口忠大『ビブリオバトル』中公新書 
知的書評合戦ビブリオバトル公式ウェブサイト http://www.bibliobattle.jp/ 
文化庁「敬語の指針」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai̲6/pdf/keigo̲tousin.pdf 
この他、show and tell ・ビブリオ 

21.成績評価 

授業内の課題と最終発表会の評価を合計して採点します。 
授業内課題：60 点（すべて満点の場合）、(学習目標②③④に対応) 
最終発表会：40 点満点(学習目標①に対応) 
それぞれ評価基準を公開します。また、学生同士でピアレビューを行います。 

22.コメント 

・発表が中心の授業なので、遠隔授業になった場合、ビデオとマイクはオンにする必要があ
ります。オフのままだと課題に参加できず、評価も付けられないので、オンにできる状態で
受講してください。 
・授業内課題は録音したり動画に撮ったりして自分でチェックすると効果的です。そのため
のスマートフォンなどの使用は許可します。 
・質問は授業内に教室で、または WebClass で受け付けます。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業ガイダンス・自己紹介をする 
[授業外学習] 
・目を見て話すテクニックを試してみる。 



【第 2 回】 show and tell をする 
[授業外学習] 
・show and tell の準備をしておく。紹介す
るものを 1 点持参する。 

【第 3 回】 インタビューをする 
[授業外学習] 
・質問リストを作っておく。 
・インタビューを文字起こしする。 

【第 4 回】 
わかりやすく説明する 
わかりにくいポスターやチラシのどこがわかりにくい
のか話し合います。 

[授業外学習] 
・わかりにくいポスターやチラシを探して写
真やコピーで保存しておく。 

【第 5 回】 ビブリオバトルをする 

[授業外学習] 
・取り上げる本を決め、話す内容を考えてく
る。 
・興味を持った本を読んでみる。 

【第 6 回】 敬語に関する知識 

[授業外学習] 
・敬語についての疑問や困ったことなどを考
えてくる。 
・紹介されたサイトの動画を見てみる。 

【第 7 回】 パーティーのスピーチをする [授業外学習] 
・スピーチのリハーサルをしておく。 

【第 8 回】 パーティーの司会をする 

[授業外学習] 
・司会のリハーサルをしておく。 
・司会の流れを理解し、機会があれば司会を
担当してみる。 

【第 9 回】 

ディベートをする 
(1)ハンドアウトや動画でディベートについて説明 
(2)グループ分け 
(3)テーマ選択 

[授業外学習] 
・グループで誰が何番目にどのような発表を
するか相談しておく。 

【第 10 回】 
ディベートをする 
第 9 回の続き、実践 
 

[授業外学習] 
・メモをもとに論の流れを復習し、相手を説
得するのにどうすれば効果があるかを考え
る。 

【第 11 回】 
わかりやすく説明する 
(1)わかりにくいポスターやチラシを持ち寄り、どこ
がわかりにくいのか話し合います。 

[授業外学習] 
・わかりにくいポスターやチラシを探して写
真やコピーで持参する。 

【第 12 回】 わかりやすく説明する 
(2)前回のポスターやチラシを作り直します。 

[授業外学習] 
・他のグループが作成した改良案と比較し、
より良い説明方法を考える。 

【第 13 回】 ビブリオバトルをする 

[授業外学習] 
・取り上げる本を決め、話す内容を考えてく
る。 
・興味を持った本を読んでみる。 

【第 14 回】 
5 分間スピーチをする 
（1）最終発表会の前半です 
 

[授業外学習] 
・5 分間という制限時間を守れるよう、リハ
ーサルしてくる。 

【第 15 回】 
 
5 分間スピーチをする 
（2）最終発表会の後半です 

[授業外学習] 
・5 分間という制限時間を守れるよう、リハ
ーサルしてくる。 



まとめ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0203-
Y52 

2.科目名 日本語コミュニケーション実践 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 新稲法子 

5.授業科目の区分 
基礎科目／日本語の検
定分野の実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】仕事や改まった場面で、常識ある大人としてコミュニケーションできるようになる
こと 
【概要】show and tell・ビブリオバトル・ディベートなどの技能を学び、話し言葉を中心
に、わかりやすく誤解されない伝え方を課題を通して身に着けます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の｢3.多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連
携していく力｣｢S3.新たな文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発展に貢献する力｣と
｢K4.異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える｣の学修に関連しています。 
①大勢の前で聞き手と視線を合わせてフォーマルな 5 分間スピーチができる。 
②改まった場でも、知らない人とでも、大人の会話ができる。 
③話の流れをつかみ、わかりやすく説明できる。 
④感情的にならずに、論理的に自分の意見 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配付します。 

20.参考文献 

新稲法子『伝える伝わる文章表現』KST プロダクション 
藤沢晃治『新装版「分かりやすい表現」の技術 意図を正しく伝えるための 16 のルール』文
響社 
谷口忠大『ビブリオバトル』中公新書 
知的書評合戦ビブリオバトル公式ウェブサイト http://www.bibliobattle.jp/ 
文化庁「敬語の指針」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai̲6/pdf/keigo̲tousin.pdf 
この他、show and tell ・ビブリオ 

21.成績評価 

授業内の課題と最終発表会の評価を合計して採点します。 
授業内課題：60 点（すべて満点の場合）、(学習目標②③④に対応) 
最終発表会：40 点満点(学習目標①に対応) 
それぞれ評価基準を公開します。また、学生同士でピアレビューを行います。 

22.コメント 

・発表が中心の授業なので、遠隔授業になった場合、ビデオとマイクはオンにする必要があ
ります。オフのままだと課題に参加できず、評価も付けられないので、オンにできる状態で
受講してください。 
・授業内課題は録音したり動画に撮ったりして自分でチェックすると効果的です。そのため
のスマートフォンなどの使用は許可します。 
・質問は授業内に教室で、または WebClass で受け付けます。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業ガイダンス・自己紹介をする 
[授業外学習] 
・目を見て話すテクニックを試してみる。 



【第 2 回】 show and tell をする 
[授業外学習] 
・show and tell の準備をしておく。紹介す
るものを 1 点持参する。 

【第 3 回】 インタビューをする 
[授業外学習] 
・質問リストを作っておく。 
・インタビューを文字起こしする。 

【第 4 回】 
わかりやすく説明する 
わかりにくいポスターやチラシのどこがわかりにくい
のか話し合います。 

[授業外学習] 
・わかりにくいポスターやチラシを探して写
真やコピーで保存しておく。 

【第 5 回】 ビブリオバトルをする 

[授業外学習] 
・取り上げる本を決め、話す内容を考えてく
る。 
・興味を持った本を読んでみる。 

【第 6 回】 敬語に関する知識 

[授業外学習] 
・敬語についての疑問や困ったことなどを考
えてくる。 
・紹介されたサイトの動画を見てみる。 

【第 7 回】 パーティーのスピーチをする [授業外学習] 
・スピーチのリハーサルをしておく。 

【第 8 回】 パーティーの司会をする 

[授業外学習] 
・司会のリハーサルをしておく。 
・司会の流れを理解し、機会があれば司会を
担当してみる。 

【第 9 回】 

ディベートをする 
(1)ハンドアウトや動画でディベートについて説明 
(2)グループ分け 
(3)テーマ選択 

[授業外学習] 
・グループで誰が何番目にどのような発表を
するか相談しておく。 

【第 10 回】 
ディベートをする 
第 9 回の続き、実践 
 

[授業外学習] 
・メモをもとに論の流れを復習し、相手を説
得するのにどうすれば効果があるかを考え
る。 

【第 11 回】 
わかりやすく説明する 
(1)わかりにくいポスターやチラシを持ち寄り、どこ
がわかりにくいのか話し合います。 

[授業外学習] 
・わかりにくいポスターやチラシを探して写
真やコピーで持参する。 

【第 12 回】 わかりやすく説明する 
(2)前回のポスターやチラシを作り直します。 

[授業外学習] 
・他のグループが作成した改良案と比較し、
より良い説明方法を考える。 

【第 13 回】 ビブリオバトルをする 

[授業外学習] 
・取り上げる本を決め、話す内容を考えてく
る。 
・興味を持った本を読んでみる。 

【第 14 回】 
5 分間スピーチをする 
（1）最終発表会の前半です 
 

[授業外学習] 
・5 分間という制限時間を守れるよう、リハ
ーサルしてくる。 

【第 15 回】 
 
5 分間スピーチをする 
（2）最終発表会の後半です 

[授業外学習] 
・5 分間という制限時間を守れるよう、リハ
ーサルしてくる。 



まとめ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0204-
Y51 

2.科目名 総合日本語Ⅴ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井滋子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学生 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での生活、大学での学びに不
可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N1/N2 文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題・発表：30％ 
中間試験：20％、総括試験：20％ 
N1/N2 試験：20％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意。 

22.コメント 
日本での生活や大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙を学びます。語彙の丸暗記ではな
く、ロールプレイや発表を通して、豊かな表現力を身につけることを目指します。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N１/N２文字語彙）学習 
【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N１/N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1 /N２文字語彙）学習 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60



【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N１/N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N2 文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
●中間試験 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・中間試験の振り返り 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

【第 19 回】 
●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 19 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 



【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
●第９課の発表テスト 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
【第 28 回】 
・第６課〜第 10 課の復習 
●N1/N2 試験 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総括試験 
【第 30 回】 
・N1/N2 試験、総括試験の振り返り 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0205-
Y51 

2.科目名 総合日本語Ⅵ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学生 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキ
スト単位のライティング力を養成することです。 
概要：教科書は 10 課で構成され、大きく３つのレベルに分かれています。やさしい項目か
ら難しい項目へと進むうちに自然に書く力が身につくように工夫されています。書き方を段
階的に積み上げていきながら、最終的にはアカデミックレベルの文章を書く技術が身につく
ようになっています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキスト単位のラ
イティング力を養成することです。 
 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶための日本語ライティング』 The Japan Times 
佐々木瑞枝他  ISBN 4-7890-1221-2 

20.参考文献 授業中に適宜指示します。 

21.成績評価 

①学習状況（宿題、授業参加） 20% 
②中間試験（作文含む） 20% 
③作文 2 回（課題①②） 30% 
④総括試験（作文含む） 30% 

22.コメント 初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
  
第１課 簡潔に回答する 
 ○表現の練習 
 ○短く答える練習 
 ○簡潔に回答する 
教室活動：テーマを決めてアンケートを作成する→発
表（課題） 

 

第２回 

第２課 情報を文章にする 
 ○表現の練習 
 ○情報を文章にする 
教室活動：クラスで出かける計画を作成する→発表
（課題） 

 



第３回 

第３課 状況を説明し、意見を述べる 
 ○表現の練習 
 ○状況を説明し、意見を述べる 
  
教室活動：街で感じたことについてまとめる→発表
（課題） 

 

第４回 

第４課 中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○文や段落をつなぐ練習 
 ○段落を作る 
作文①を書く（課題） 

作文①を完成させる。翌週提出 

第５回 

作文①の提出 
第５課 体験したことを報告する文を書く 
 ○表現の練習 
 ○体験したことを報告する文を書く 
 教室活動：見学の報告書を書く 

 

第６回 

作文①のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役立つ文章表現の練習
（１） 
プリント教材 

 

第７回 
第６課 テーマに沿った意見文を書く 
 ○表現の練習 
 ○テーマに沿った意見文を書く 

 

第８回 中間試験（作文含む）  

第９回 

中間試験のフィードバック 
第 7 課 自分をアピールする文を書く 
 ○表現の練習 
 ○自分をアピールする文を書く 

 

第１０回 第８課  
レポートを書くための基礎知識 

 

第１１回 

第 8 課 順序立てて、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○レポートで使われる表現の練習 
 ○順序立てて、レポートを書く 
だ体・である体の練習 

 

第１２回 

第９課 引用して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○語や文を名詞化する練習 
 ○引用して、レポートを書く 
作文②を書く（課題） 

作文②を完成させる。翌週提出 

第１３回 

作文②の提出 
第 10 課 資料を整理して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○グラフの読み方 
 ○資料を利用して、レポートを書く 

 

第１４回 
作文②のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役立つ文章表現の練習  



（２） 
プリント教材 

第１５回 総括試験（発表含む）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0302-
Y51 

2.科目名 キャリアプランニングⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのよ
うな仕事をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウ
を身につけます。 
【概要】春学期「キャリアプランニングⅠ」では「自分らしさ」を知り、それが生かせる、
あるいは、それが求められる業界・仕事を探りました。 
本科目「キャリアプランニングⅡ」では、春学期で気づいた「自分らしさ」を言語化し、応
募書類や面接で企業に効果的に伝えるための訓練をします。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人生について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながることも期待しています。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
 1【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。  
2【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
 3【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
 4【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 課題 1、課題 6、課題 9：各 10 点 ・・・［学習目標①に対応］ 
その他の課題：各 7 点 ・・・［学習目標①②③④⑤に対応］ 

22.コメント 

人生 100 年時代が到来しました。皆さんには、、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねなが
ら思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人生を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学生は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年生の 

23.オフィスアワー 
月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
＜オリエンテーション＞ 
本科目の目的、内容、スケジュール、ルール、評価の

課題 1:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 



仕方、受講上の注意等 
 

【第 2 回】 

＜応募書類対策①＞ 
エントリーシートの書き方−興味を持った業種とその
理由 
どのような分野で活躍したいか 
 

エントリーシート配付 
 

【第 3 回】 

＜応募書類対策②＞ 
エントリーシートの書き方−学生時代に力を入れたこ
と 
自己 PR（春学期の復習） 
 

課題 2：エントリーシート提出 

【第 4 回】 兵庫の企業紹介(県中小企業同友会)+ワーク(働くと
は) 

課題 3:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 5 回】 

＜ナビサイトの活用① −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・日本の業界・業種・職種について（春学期の復習） 
 

課題 4:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 6 回】 

＜ナビサイトの活用② −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・OpenES の説明を聞き、実際に入力します。 
 

課題 5：自己分析シートの完成 
 

【第 7 回】 
大学での学びのまとめ(卒論テーマ) 
 

課題 6：「大学で学んだこと」提出 
次回の質問を考える 

【第 8 回】 
 

ワークルール（労働法規）について(兵庫労働局） 
 

課題 7:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 9 回】 
内定者懇談会(インタビュー形式、質問等) 
 

課題 8:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 
 

【第 10 回】 
＜応募書類対策③＞ 
履歴書の書き方−志望動機、履歴書の完成 
 

課題 9：履歴書提出 

【第 11 回】 
＜適性検査対策①＞ 
SPI 対策 
 

課題 10：課題問題答案提出 
 

【第 12 回】 
＜適性検査対策②＞ 
SPI 対策 2 
 

課題 11：課題問題答案提出 
 

【第 13 回】 
＜適性検査対策③＞ 
CAB 問題等 
 

課題 12：課題問題答案提出 
 

【第 14 回】 
＜適性検査対策④＞ 
時事ワークシート 
 

課題 13：課題問題答案提出 
 

【第 15 回】 まとめ  



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0302-
Y52 

2.科目名 キャリアプランニングⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのような仕事
をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウを身につ
けます。 
春学期「キャリアプランニングⅠ」では「自分らしさ」を知り、それが生かせる、あるい
は、それが求められる業界・仕事を探りました。 
本科目「キャリアプランニングⅡ」では、春学期で気づいた「自分らしさ」を言語化し、応
募書類や面接で企業に効果的に伝えるための訓練をします。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人生について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながることも期待しています。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
 1【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。  
2【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
 3【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
 4【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 課題 1、課題 6、課題 9：各 10 点 ・・・［学習目標①に対応］ 
その他の課題：各 7 点 ・・・［学習目標①②③④⑤に対応］ 

22.コメント 

人生 100 年時代が到来しました。皆さんには、、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねなが
ら思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人生を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学生は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年生の 

23.オフィスアワー 
個人研究室：水曜 2 限 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
＜オリエンテーション＞ 
本科目の目的、内容、スケジュール、ルール、評価の

課題 1:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 



仕方、受講上の注意等 
 

【第 2 回】 

＜応募書類対策①＞ 
エントリーシートの書き方−興味を持った業種とその
理由 
どのような分野で活躍したいか 
 

エントリーシート配付 
 

【第 3 回】 

＜応募書類対策②＞ 
エントリーシートの書き方−学生時代に力を入れたこ
と 
自己 PR（春学期の復習） 
 

課題 2：エントリーシート提出 

【第 4 回】 兵庫の企業紹介(県中小企業同友会)+ワーク(働くと
は) 

課題 3:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 5 回】 

＜ナビサイトの活用① −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・日本の業界・業種・職種について（春学期の復習） 
 

課題 4:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 6 回】 

＜ナビサイトの活用② −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・OpenES の説明を聞き、実際に入力します。 
 

課題 5：自己分析シートの完成 
 

【第 7 回】 
大学での学びのまとめ(卒論テーマ) 
 

課題 6：「大学で学んだこと」提出 
次回の質問を考える 

【第 8 回】 
 

ワークルール（労働法規）について(兵庫労働局） 
 

課題 7:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 9 回】 
内定者懇談会(インタビュー形式、質問等) 
 

課題 8:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 
 

【第 10 回】 
＜応募書類対策③＞ 
履歴書の書き方−志望動機、履歴書の完成 
 

課題 9：履歴書提出 

【第 11 回】 
＜適性検査対策①＞ 
SPI 対策 
 

課題 10：課題問題答案提出 
 

【第 12 回】 
＜適性検査対策②＞ 
SPI 対策 2 
 

課題 11：課題問題答案提出 
 

【第 13 回】 
＜適性検査対策③＞ 
CAB 問題等 
 

課題 12：課題問題答案提出 
 

【第 14 回】 
＜適性検査対策④＞ 
時事ワークシート 
 

課題 13：課題問題答案提出 
 

【第 15 回】 まとめ  



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0302-
Y53 

2.科目名 キャリアプランニングⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのような仕事
をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウを身につ
けます。 
春学期「キャリアプランニングⅠ」では「自分らしさ」を知り、それが生かせる、あるい
は、それが求められる業界・仕事を探りました。 
本科目「キャリアプランニングⅡ」では、春学期で気づいた「自分らしさ」を言語化し、応
募書類や面接で企業に効果的に伝えるための訓練をします。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人生について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながることも期待しています。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
 1【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。  
2【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
 3【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
 4【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 課題 1、課題 6、課題 9：各 10 点 ・・・［学習目標①に対応］ 
その他の課題：各 7 点 ・・・［学習目標①②③④⑤に対応］ 

22.コメント 

人生 100 年時代が到来しました。皆さんには、、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねなが
ら思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人生を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学生は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年生の 

23.オフィスアワー 
個人研究室：水曜 2 限 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
＜オリエンテーション＞ 
本科目の目的、内容、スケジュール、ルール、評価の

課題 1:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 



仕方、受講上の注意等 
 

【第 2 回】 

＜応募書類対策①＞ 
エントリーシートの書き方−興味を持った業種とその
理由 
どのような分野で活躍したいか 
 

エントリーシート配付 
 

【第 3 回】 

＜応募書類対策②＞ 
エントリーシートの書き方−学生時代に力を入れたこ
と 
自己 PR（春学期の復習） 
 

課題 2：エントリーシート提出 

【第 4 回】 兵庫の企業紹介(県中小企業同友会)+ワーク(働くと
は) 

課題 3:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 5 回】 

＜ナビサイトの活用① −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・日本の業界・業種・職種について（春学期の復習） 
 

課題 4:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 6 回】 

＜ナビサイトの活用② −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・OpenES の説明を聞き、実際に入力します。 
 

課題 5：自己分析シートの完成 
 

【第 7 回】 
大学での学びのまとめ(卒論テーマ) 
 

課題 6：「大学で学んだこと」提出 
次回の質問を考える 

【第 8 回】 
 

ワークルール（労働法規）について(兵庫労働局） 
 

課題 7:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 9 回】 
内定者懇談会(インタビュー形式、質問等) 
 

課題 8:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 
 

【第 10 回】 
＜応募書類対策③＞ 
履歴書の書き方−志望動機、履歴書の完成 
 

課題 9：履歴書提出 

【第 11 回】 
＜適性検査対策①＞ 
SPI 対策 
 

課題 10：課題問題答案提出 
 

【第 12 回】 
＜適性検査対策②＞ 
SPI 対策 2 
 

課題 11：課題問題答案提出 
 

【第 13 回】 
＜適性検査対策③＞ 
CAB 問題等 
 

課題 12：課題問題答案提出 
 

【第 14 回】 
＜適性検査対策④＞ 
時事ワークシート 
 

課題 13：課題問題答案提出 
 

【第 15 回】 まとめ  



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0302-
Y54 

2.科目名 キャリアプランニングⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのような仕事
をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウを身につ
けます。 
春学期「キャリアプランニングⅠ」では「自分らしさ」を知り、それが生かせる、あるい
は、それが求められる業界・仕事を探りました。 
本科目「キャリアプランニングⅡ」では、春学期で気づいた「自分らしさ」を言語化し、応
募書類や面接で企業に効果的に伝えるための訓練をします。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人生について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながることも期待しています。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
 1【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。  
2【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
 3【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
 4【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 課題 1、課題 6、課題 9：各 10 点 ・・・［学習目標①に対応］ 
その他の課題：各 7 点 ・・・［学習目標①②③④⑤に対応］ 

22.コメント 

人生 100 年時代が到来しました。皆さんには、、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねなが
ら思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人生を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学生は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年生の 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ＜オリエンテーション＞ 課題 1:今回の授業で学んだこと (小レポー



本科目の目的、内容、スケジュール、ルール、評価の
仕方、受講上の注意等 
 

ト)提出 

【第 2 回】 

＜応募書類対策①＞ 
エントリーシートの書き方−興味を持った業種とその
理由 
どのような分野で活躍したいか 
 

エントリーシート配付 
 

【第 3 回】 

＜応募書類対策②＞ 
エントリーシートの書き方−学生時代に力を入れたこ
と 
自己 PR（春学期の復習） 
 

課題 2：エントリーシート提出 

【第 4 回】 
兵庫の企業紹介(県中小企業同友会)+ワーク(働くと
は) 

課題 3:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 5 回】 

＜ナビサイトの活用① −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・日本の業界・業種・職種について（春学期の復習） 
 

課題 4:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 6 回】 

＜ナビサイトの活用② −冬の企業インターンシップ
に向けて−＞ 
・担当者からナビサイトの使い方を学びます。 
・OpenES の説明を聞き、実際に入力します。 
 

課題 5：自己分析シートの完成 
 

【第 7 回】 大学での学びのまとめ(卒論テーマ) 
 

課題 6：「大学で学んだこと」提出 
次回の質問を考える 

【第 8 回】 
 

ワークルール（労働法規）について(兵庫労働局） 
 

課題 7:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 

【第 9 回】 内定者懇談会(インタビュー形式、質問等) 
 

課題 8:今回の授業で学んだこと (小レポー
ト)提出 
 

【第 10 回】 
＜応募書類対策③＞ 
履歴書の書き方−志望動機、履歴書の完成 
 

課題 9：履歴書提出 

【第 11 回】 
＜適性検査対策①＞ 
SPI 対策 
 

課題 10：課題問題答案提出 
 

【第 12 回】 
＜適性検査対策②＞ 
SPI 対策 2 
 

課題 11：課題問題答案提出 
 

【第 13 回】 
＜適性検査対策③＞ 
CAB 問題等 
 

課題 12：課題問題答案提出 
 

【第 14 回】 
＜適性検査対策④＞ 
時事ワークシート 
 

課題 13：課題問題答案提出 
 



【第 15 回】 
まとめ 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0302-
Y55 

2.科目名 キャリアプランニングⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕、一尾敏正、小山聖治 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
3 年生以上（2019 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 キャリアプランニングⅠを履修すること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、就職活動に向けた具体的な準備を進めていきます。就職活動においては、「敵
を知り、己を知る」ことが大事です。具体的には企業を良く理解し、求めている人材像を把
握すると伴に、自分という人間についても思い込みだけではなく、多角的に理解する必要が
あります。この講座では、実際の企業において働いた経験を有している講師より、就職活動
において有用な情報の提供と模擬面接など実践的な対策を学習します。春学期は、まず仕事
の意義について考えると伴に、企業が置かれている環境について SDGｓの視点から解説し
ます。また、企業研究のポイントを紹介し、履修者自ら先ず企業を選び企業研究のための資
料を作成し、発表します。また、夏季から本格化するインターンシップに向けてマイナビに
よる就職支援サイトの案内なども行います。秋学期は、4 年生による就活体験談から始ま
り、社会人基礎力についてケーススタディにより深く学び、春学期の企業研究を踏まえてエ
ントリーシートを作成します。その後は就活に備えて作成したエントリーシートを基に、グ
ループに分かれ担当する講師とキャリア支援課などの支援を受けて全員を対象に模擬面接を
行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(4)問題発見・解決力】
【(5)コミュニケーションスキル】に関連しています。 
キャリアプランニングⅡの講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①自身の志望する企業をしっかり選び、エントリーシートを完成させることが出来る。 
②社会人基礎力から自分の強みと弱みを認識し、効果的な自己ＰＲに向けた準備を行う。 
③面接の留意点などを理解し、模擬面接においてエントリーシートに基づき自己アピールを
適切に行うことができる。更に面接において、面接官などからの質 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 「なぜ僕らは働くのか」/株式会社学研プラス/2020 年 

21.成績評価 

①社会人基礎力などの課題を含め授業に積極的に参加し、設定される課題について適切に回
答する。・・・30 点 ※学習目標①及び②に対応 
②模擬面接における適切な対応（質問などに対する適切な応答などについて面接官を担当す
る講師が評価する。また他の学生の面接からの自分の課題を整理し、対応策を考え
る）・・・40 点 ※学習目標③に対応 
③エントリーシートの作成（最終課題）…30 点 ※学習目標①及び②に対応 
 

22.コメント 

安藤：面接における留意点などについて、人事部の経験から具体的なポイントをお話ししま
す。 
小山：旅行業界を目指す際のポイントについて実務家の経験をもとにお話しします。 
一尾：宿泊業界を目指す際のポイントを企業サイドの見方からお話しします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 講義 オリエンテーションおよびインターンシップ報 復習：授業の進め方および目標の理解および



告会 安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。アン
ケートにより履修生の就活状況を把握します。また、
夏季にインターンシップに参加した学生によるインタ
ーンシップ報告会を開催します。 

課題への回答 
予習：夏のインターンシップなど就活に関す
る情報についてまとめる。 

【第 2 回】 

講義 マイナビによる就職ガイダンス 
マイナビの担当者による就職ガイダンスを開催しま
す。次年度に向けた最新の就活情報を入手ください。 
 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：次回に向けて質問を整理する。 

【第 3 回】 

講義 4 年生による就職活動報告 ① 小山担
当 
今年度、就活を体験した 4 年生の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、
就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 

復習：4 年生の活動から得た学びについて整
理し、課題に回答する。 
予習：夏季休暇中の就活（インターンシップ
など）に関してまとめておく。また次回に向
けて質問を整理する。 

【第 4 回】 

講義 4 年生による就職活動報告 ② 一尾担
当 
今年度、就活を体験した 4 年生の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、
就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 

復習：復習：4 年生の活動から得た学びにつ
いて整理し、課題に回答する。 
予習：次回から始まる社会人基礎力について
アンケートを基に自分の現状を理解する。 

【第 5 回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て①】 安藤担当 
「前に踏み出す力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、社会
人基礎力への理解を深める。  
 

復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 
 

【第 6 回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て②】 安藤担当 
「チームで働く力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 
 

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 
 

【第 7 回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て③】 安藤担当 
「考え抜く力」について講義を行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 
 

復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：三つの力についての理解とアンケート
結果から得た自身の現状とを比較し、自分の
強みについて正確に理解し、アピールポイン
トを整理する。 
 

【第 8 回】 
自己分析 社会人基礎力「自分の強みをアピールす
る」 安藤担当 
ケーススタディを通じて理解した社会人基礎力につい

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：アンケートを分析し、自分の強みと弱



て理解と、アンケートにより確認した社会人基礎力に
関する自己の状況を踏まえ、自分の強みを理解し、自
己ＰＲに向けたポイントを整理する。 

みを把握する。 

【第 9 回】 

企業説明会体験【企業（エアライン関連を予定）】 
安藤担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、企業はどのような人材を欲しがってい
るのか、その背景は何か等）について考える。 

予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 10 回】 

講義 面接における留意点 安藤担当 
面接における留意点について、オンライン面接、対面
における面接などシーン別の留意点について説明しま
す。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 

【第 11 回】 

模擬面接① 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 12 回】 

模擬面接② 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 13 回】 

模擬面接③ 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 14 回】 
講義 企業へのエントリー方法 安藤担当 
企業選びにおけるポイントについて、改めて説明し、
具体的な企業選びの一助とする。 

復習：企業のエントリー方法について整理す
る。課題への回答。 
予習：志望企業について様々な視点から数社
を選ぶ。    
 

【第 15 回】 

就職活動に向けて 安藤 
全体の振り返りと就職活動に向けたポイントを最終的
に確認する。最終課題としてエントリーシートの作成
についてアドバイスを行う。 

復習：就職活動に向けた講義全体の整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0304-
Y01 

2.科目名 評価と実践Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 永井純一、飯島有美子、酒井良二、須崎暁世、八木寛之、山隈直人 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学生一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習生活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念について学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), 立田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 



＋ 
2022 年春学
期 

外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の



2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0304-
Y02 

2.科目名 評価と実践Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 安藤正裕、岡本久、小磯学、小山聖治、高根沢均、橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学生一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習生活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念について学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), 立田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（3 年〜4 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 

【安藤】 
個人研究室：金曜日 昼休み  
 【岡本】 
個人研究室：木曜日・昼休み 
【小磯】  



個人研究室：金曜 3 限 （春） 
学修支援センター：水曜 3 限（春） 
個人研究室：金曜 3 限 （秋） 
学修支援センター：水曜 1 限（秋） 
【小山】 
個人研究室：⽕曜日３限目  
学修支援センター：木曜日２限目  
【高根沢】 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春）   
個人研究室：木曜 5 限（秋） 
学修支援センター：⽕曜昼休み（秋）   
【橘】 
個人研究室：月曜日昼休み  
学修支援センター：⽕曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

リフレクシ
ョン・デイ
＋ 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 



ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0304-
Y03 

2.科目名 評価と実践Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学生一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習生活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念について学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), 立田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 



＋ 
2022 年春学
期 

外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の



2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0305-
Y02 

2.科目名 
キャリアプランニング（２） （2018 年度
生） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕、一尾敏正、小山聖治 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
3 年生以上（2018 年度
入学生） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、就職活動に向けた具体的な準備を進めていきます。就職活動においては、「敵
を知り、己を知る」ことが大事です。具体的には企業を良く理解し、求めている人材像を把
握すると伴に、自分という人間についても思い込みだけではなく、多角的に理解する必要が
あります。この講座では、実際の企業において働いた経験を有している講師より、就職活動
において有用な情報の提供と模擬面接など実践的な対策を学習します。春学期は、まず仕事
の意義について考えると伴に、企業が置かれている環境について SDGｓの視点から解説し
ます。また、企業研究のポイントを紹介し、履修者自ら先ず企業を選び企業研究のための資
料を作成し、発表します。また、夏季から本格化するインターンシップに向けてマイナビに
よる就職支援サイトの案内なども行います。秋学期は、4 年生による就活体験談から始ま
り、社会人基礎力についてケーススタディにより深く学び、春学期の企業研究を踏まえてエ
ントリーシートを作成します。その後は就活に備えて作成したエントリーシートを基に、グ
ループに分かれ担当する講師とキャリア支援課などの支援を受けて全員を対象に模擬面接を
行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(5)コミュニケーションス
キル】【(4)問題発見・解決力】に関連しています。 
キャリアプランニングⅠの講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①企業を取り巻く環境について認識し、企業を選ぶ視点を磨く。 
②企業研究の視点を理解し、志望する業界または企業について分析することができる。 
③志望する業界のみならず個人発表の中で、広く業界に関する知識を習得する。 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 「なぜ僕らは働くのか」/株式会社学研プラス/2020 年 

21.成績評価 

①企業を取り巻く環境について講義やグループワークを通じて理解する。企業を取り巻く環
境については確認テストにより理解度を確認する。・・・３０点 ※学習目標①に対応 
②業界に関する研究を自ら行い、業界研究の結果を発表する。最終的には業界または企業に
関するレポートを作成し、提出する…４０点 ※学習目②及び③に対応 
③授業に積極的に参加し、設定される課題について適切に回答する。・・・３０点 ※学習
目標②に対応 
 

22.コメント 

安藤：本講義の多くの回を担当します。春学期では、特に SDGs を中心に企業が置かれてい
る環境について解説し、企業研究の一助とします。秋学期においては、社会人基礎力のケー
ススタディを担当し、企業が欲する人材について履修者と一緒に考えていきます。 
小山：就職後にミスマッチが起きないようにするために希望する業界・企業について調べる
ことは重要です。本講座では旅行業界について学び、自分とのマッチングを考えます。 
一尾：宿泊業で働く喜び、目的などを実務家の経験をもとにお話しします。自分の強み、弱
みを理解しどの様な職種が 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1-2
回】 

講義【オリエンテーション】安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。ま
た、仕事の意義についてディベート形式の討議により
理解を深めます。 
グループ討論【仕事に関する意義への理解】 安藤担
当 
仕事に関する動画を見て、仕事をすることの意義への
理解を深め、そこからどのような仕事をキャリア形成
として選ぶべきかを考える。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について自分なりの意
見を考える。 
復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について第 1 回の討
議を受けて、自分なりの意見を考え、まとめ
ておく。 

【第 3-4
回】 

講義【マイナビ様による就活準備にむけて】 安藤担
当 
就職支援を行っているマイナビ様より就活準備・イン
ターンシップに向けて必要な準備についてご説明頂き
ます。 
講義【インターンシップ参加者からの体験報告】 小
山担当 
この春に大学からの派遣によりインターンシップに参
加した学生より、インターンシップから学んだことな
どを発表してもらいます。 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：特になし。 
復習：参加者からの経験談より学んだことを
整理する。課題への回答 
予習：特になし 

【第 5-6
回】 

講義 【企業研究に向けて 「企業研究① 具体的
な企業を研究する」】 安藤担当 
第 11 回以降に個人発表を行う業界ならびに企業研究
について、企業研究におけるポイントを解説するとと
もに、テンプレートを提示し、発表に向けた準備の進
め方について指導します。 
企業説明会体験【企業未定（ホテル関連を予定）】 
一尾担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：興味のある企業などについて調べてお
く。 
予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 7-8
回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境①
「SDGs を理解する：環境問題」】 安藤担当 
温暖化の進展による自然災害の多発、マイクロプラス
ティック問題など環境問題の本質について学び、企業
の取り組みや将来の方向性について理解を深めます。 
講義とディスカッション【企業を取り巻く環境②
「SDGs を理解する：労働者の減少」】 安藤担当 
少子高齢化が進む日本の労働者減少の本質を理解しま
す。また生産性向上に向けて AI などの活用、AI が労
働環境に与える影響などについて理解します。 

 
予習：環境問題に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答。 
予習：働き方改革に関する文献や新聞記事を
読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 9-10
回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：企業の社会的責任」】 安藤担
当 
企業は様々な利害関係者に対して責任を負っていま

予習：コンプライアンスに関する文献や新聞
記事を読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。 



す。従業員の不祥事などによる企業破綻などの事例か
らその具体的な内容を学びます。また企業における社
会貢献の意味について理解を深めます。 
講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：日本経済の現状」】 安藤担当 
失われた 30 年と言われている日本経済について、
GDP の規模や貿易との関係、為替の影響など経済の
基本と日本経済の現状について理解します。 

課題への回答 
予習：日本経済に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 11-12
回】 

企業研究発表会に向けて 小山・一尾・安藤 
次回以降の発表会に向けて具体的に準備を進めます。
ＰＣやスマホにより選択した企業に関する情報を集
め、発表に向けた資料を完成させます。 
企業研究発表会①（旅行業界ほか） 小山・一尾・安
藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 
予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 13-14
回】 

企業研究発表会①（ホテル業界ほか） 小山・一尾・
安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 
企業研究発表会②（エアライン・物流業界ほか） 小
山・一尾・安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 
予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 15-16
回】 

夏季インターンシップに向けて（ビジネスマナー） 
安藤担当 
インターンシップの参加にさいしての注意事項を説明
する。また、講義全体の振り返りを行い、就活が本格
化する秋学期に向けての指針を示す。 
講義 オリエンテーションおよびインターンシップ報
告会 安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。アン
ケートにより履修生の就活状況を把握します。また、
夏季にインターンシップに参加した学生によるインタ
ーンシップ報告会を開催します。 

予習：講義全体を取りまとめ、整理してお
く。 
復習：ビジネスマナーなどにインターンシッ
プ関連の注意事項について整理する。 
復習：授業の進め方および目標の理解および
課題への回答 
予習：夏のインターンシップなど就活に関す
る情報についてまとめる。 

【第 17-18
回】 

講義 マイナビによる就職ガイダンス 
マイナビの担当者による就職ガイダンスを開催しま
す。次年度に向けた最新の就活情報を入手ください。 
講義 4 年生による就職活動報告 ① 小山担当 
今年度、就活を体験した 4 年生の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、
就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：次回に向けて質問を整理する。 
復習：4 年生の活動から得た学びについて整
理し、課題に回答する。 
予習：夏季休暇中の就活（インターンシップ
など）に関してまとめておく。また次回に向
けて質問を整理する。 

【第 19-20
回】 

講義 4 年生による就職活動報告 ② 一尾担当 
今年度、就活を体験した 4 年生の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、

復習：復習：4 年生の活動から得た学びにつ
いて整理し、課題に回答する。 
予習：次回から始まる社会人基礎力について



就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 
講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て①】 安藤担当 
「前に踏み出す力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、社会
人基礎力への理解を深める。 

アンケートを基に自分の現状を理解する。 
復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 

【第 21-22
回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て②】 安藤担当 
「チームで働く力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 
講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て③】 安藤担当 
「考え抜く力」について講義を行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 
復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：三つの力についての理解とアンケート
結果から得た自身の現状とを比較し、自分の
強みについて正確に理解し、アピールポイン
トを整理する。 

【第 23-24
回】 

自己分析 社会人基礎力「自分の強みをアピールす
る」 安藤担当 
ケーススタディを通じて理解した社会人基礎力につい
て理解と、アンケートにより確認した社会人基礎力に
関する自己の状況を踏まえ、自分の強みを理解し、自
己ＰＲに向けたポイントを整理する。 
企業説明会体験【企業（エアライン関連を予定）】 
安藤担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、企業は 

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：アンケートを分析し、自分の強みと弱
みを把握する。 
予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 25-26
回】 

講義 面接における留意点 安藤担当 
面接における留意点について、オンライン面接、対面
における面接などシーン別の留意点について説明しま
す。 
模擬面接① 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 27-28
回】 

模擬面接② 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 



うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 
模擬面接③ 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 29-30
回】 

講義 企業へのエントリー方法 安藤担当 
企業選びにおけるポイントについて、改めて説明し、
具体的な企業選びの一助とする。 
就職活動に向けて 安藤 
全体の振り返りと就職活動に向けたポイントを最終的
に確認する。最終課題としてエントリーシートの作成
についてアドバイスを行う。 

復習：企業のエントリー方法について整理す
る。課題への回答。 
予習：志望企業について様々な視点から数社
を選ぶ。 
復習：就職活動に向けた講義全体の整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0305-
Y06 

2.科目名 キャリアプランニング（２） （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科（2018 年度以前入学生） 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①今の時代を生きるために欠かせない、「ニュース」を読み解き、活用するチカラを身につ
ける。②基本的なニュースを、社会のしくみの中に位置づけるとともに、現代社会の諸問題
と関連付けて理解する。③政治・経済・暮らし・社会(環境)・国際関係の 5 つの項目に分け
て、それぞれの最近のトピックスについて理解を進める。 
授業では、指定のテキストについて解説する講義形式に続いて、それぞれのトピックスに応
じた問題を配布して演習形式で進める。教室外での学習として、さらに進んだ演習問題を配
布するので、毎回それらに答えて次回に採点する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「３．多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深
め、連携していく力」および「S1．修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合
的に理解する力」の学修に関連する。 
新聞やテレビのニュース報道を読み解き、活用することができることを目標に、以下の力を
身につける。 
①現代社会のできごとを多角的・公正に理解・判断し、その課題をみんなで解決していく礎
となる総合的な力(知識、思考力・判断力など)を身につけること。②大きく変動し、先行き
不透明な時代に、人生を切り開くための力を身につけ 

19.教科書・教材 
ニュース検定公式テキスト（2 級・準 2 級）日本ニュース時事能力検定協会（毎日新聞出
版） 

20.参考文献  

21.成績評価 

毎回の演習での解答実績（正答でなくても十分に考察されていること）(50％)主として学習
目標③④に対応 
毎回の振り返りによる考察度(10％)主として学習目標③④に対応 
前後期末の試験(40％）学習目標①②に対応 

22.コメント 

毎日の新聞・テレビによるニュース番組・ネットでの配信など、それぞれの学習環境に応じ
てニュースを見ることを必須とする。 
毎回の授業で、その週のとくに興味を持った内容についての考察などをまとめておくこと。 
↓の授業内容については、昨年度のテキストに準拠したものであり、実際の授業について
は、3 月に刊行されるテキストの内容に沿うものになるので、下記の内容は参考までにとど
めてください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 3 限目 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1・2
回】 

授業の方針・ガイダンス 
政治①：政治参加と選挙制度 
政治②：日本国憲法の明日 

配布する練習問題に解答すること 

【第 3・4
回】 

政治③：日本の政治と安倍内閣 
政治④：対立深まる普天間問題 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 



【第 5・6
回】 

政治⑤：日本の外交 
政治⑥：皇太子さま新天皇に 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 7・8
回】 

政治⑦：人□減少に向き合う地方 
経済①：足踏みする財政再建 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 9・10
回】 

経済②：実感なき「戦後最⻑」景気 
経済③：世界を覆う不透明感 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 11・12
回】 

経済④：揺らぐ自由貿易体制 
経済⑤：エネルギー政策の未来 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 13・14
回】 

経済⑥：岐路に立つ日本の産業 
暮らし①：「人□減」前提の社会ヘ 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 15・16
回】 

前期総括および試験 
暮らし②：根幹揺らぐ社会保障 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 17・18
回】 

暮らし③：変わるか、働き方 
暮らし④：消費者行政のいま 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 19・20
回】 

社会・環境①：東京五輪 2 度目の夢は 
社会・環境②：共に生きる社会へ 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 21・22
回】 

社会・環境③：司法と市⺠生活 
社会・環境④：情報社会に生きる 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 23・24
回】 

社会・環境⑤：いのちと科学を考える 
社会・環境⑥：「大災害の時代」に 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 25・26
回】 

社会・環境⑦：地球環境を守るために 
国際関係①：「大国」米中と世界の行方 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 27・28
回】 

国際関係②：難⺠・移⺠揺れる世界 
国際関係③核の脅威今もなお 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 29・30
回】 

国際関係④：「平和」な世界への道は 
総括および試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0305-
Y51 

2.科目名 キャリアプランニング（２） （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕、一尾敏正、小山聖治 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
3 年生以上（2018 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 キャリアプランニングⅠを履修すること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、就職活動に向けた具体的な準備を進めていきます。就職活動においては、「敵
を知り、己を知る」ことが大事です。具体的には企業を良く理解し、求めている人材像を把
握すると伴に、自分という人間についても思い込みだけではなく、多角的に理解する必要が
あります。この講座では、実際の企業において働いた経験を有している講師より、就職活動
において有用な情報の提供と模擬面接など実践的な対策を学習します。春学期は、まず仕事
の意義について考えると伴に、企業が置かれている環境について SDGｓの視点から解説し
ます。また、企業研究のポイントを紹介し、履修者自ら先ず企業を選び企業研究のための資
料を作成し、発表します。また、夏季から本格化するインターンシップに向けてマイナビに
よる就職支援サイトの案内なども行います。秋学期は、4 年生による就活体験談から始ま
り、社会人基礎力についてケーススタディにより深く学び、春学期の企業研究を踏まえてエ
ントリーシートを作成します。その後は就活に備えて作成したエントリーシートを基に、グ
ループに分かれ担当する講師とキャリア支援課などの支援を受けて全員を対象に模擬面接を
行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(4)問題発見・解決力】
【(5)コミュニケーションスキル】に関連しています。 
キャリアプランニングⅡの講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①自身の志望する企業をしっかり選び、エントリーシートを完成させることが出来る。 
②社会人基礎力から自分の強みと弱みを認識し、効果的な自己ＰＲに向けた準備を行う。 
③面接の留意点などを理解し、模擬面接においてエントリーシートに基づき自己アピールを
適切に行うことができる。更に面接において、面接官などからの質 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 「なぜ僕らは働くのか」/株式会社学研プラス/2020 年 

21.成績評価 

①社会人基礎力などの課題を含め授業に積極的に参加し、設定される課題について適切に回
答する。・・・30 点 ※学習目標①及び②に対応 
②模擬面接における適切な対応（質問などに対する適切な応答などについて面接官を担当す
る講師が評価する。また他の学生の面接からの自分の課題を整理し、対応策を考え
る）・・・40 点 ※学習目標③に対応 
③エントリーシートの作成（最終課題）…30 点 ※学習目標①及び②に対応 
 

22.コメント 

安藤：面接における留意点などについて、人事部の経験から具体的なポイントをお話ししま
す。 
小山：旅行業界を目指す際のポイントについて実務家の経験をもとにお話しします。 
一尾：宿泊業界を目指す際のポイントを企業サイドの見方からお話しします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 講義 オリエンテーションおよびインターンシップ報 復習：授業の進め方および目標の理解および



告会 安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。アン
ケートにより履修生の就活状況を把握します。また、
夏季にインターンシップに参加した学生によるインタ
ーンシップ報告会を開催します。 

課題への回答 
予習：夏のインターンシップなど就活に関す
る情報についてまとめる。 

【第 2 回】 

講義 マイナビによる就職ガイダンス 
マイナビの担当者による就職ガイダンスを開催しま
す。次年度に向けた最新の就活情報を入手ください。 
 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：次回に向けて質問を整理する。 

【第 3 回】 

講義 4 年生による就職活動報告 ① 小山担
当 
今年度、就活を体験した 4 年生の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、
就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 

復習：4 年生の活動から得た学びについて整
理し、課題に回答する。 
予習：夏季休暇中の就活（インターンシップ
など）に関してまとめておく。また次回に向
けて質問を整理する。 

【第 4 回】 

講義 4 年生による就職活動報告 ② 一尾担
当 
今年度、就活を体験した 4 年生の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、
就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 

復習：復習：4 年生の活動から得た学びにつ
いて整理し、課題に回答する。 
予習：次回から始まる社会人基礎力について
アンケートを基に自分の現状を理解する。 

【第 5 回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て①】 安藤担当 
「前に踏み出す力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、社会
人基礎力への理解を深める。  
 

復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 
 

【第 6 回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て②】 安藤担当 
「チームで働く力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 
 

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 
 

【第 7 回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て③】 安藤担当 
「考え抜く力」について講義を行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 
 

復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：三つの力についての理解とアンケート
結果から得た自身の現状とを比較し、自分の
強みについて正確に理解し、アピールポイン
トを整理する。 
 

【第 8 回】 
自己分析 社会人基礎力「自分の強みをアピールす
る」 安藤担当 
ケーススタディを通じて理解した社会人基礎力につい

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：アンケートを分析し、自分の強みと弱



て理解と、アンケートにより確認した社会人基礎力に
関する自己の状況を踏まえ、自分の強みを理解し、自
己ＰＲに向けたポイントを整理する。 

みを把握する。 

【第 9 回】 

企業説明会体験【企業（エアライン関連を予定）】 
安藤担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、企業はどのような人材を欲しがってい
るのか、その背景は何か等）について考える。 

予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 10 回】 

講義 面接における留意点 安藤担当 
面接における留意点について、オンライン面接、対面
における面接などシーン別の留意点について説明しま
す。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 

【第 11 回】 

模擬面接① 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 12 回】 

模擬面接② 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 13 回】 

模擬面接③ 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学生も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学生全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 14 回】 
講義 企業へのエントリー方法 安藤担当 
企業選びにおけるポイントについて、改めて説明し、
具体的な企業選びの一助とする。 

復習：企業のエントリー方法について整理す
る。課題への回答。 
予習：志望企業について様々な視点から数社
を選ぶ。    
 

【第 15 回】 

就職活動に向けて 安藤 
全体の振り返りと就職活動に向けたポイントを最終的
に確認する。最終課題としてエントリーシートの作成
についてアドバイスを行う。 

復習：就職活動に向けた講義全体の整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0401-
Y51 

2.科目名 キャリアプランニングⅢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 町田都 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

※講義『ビジネスマナー』から名前が変更されました。 
本科目はロールプレイなどの実習を行うため、履修人数を 30 人までとします。 
30 名を超えた場合は、第 1 回目の初講を受講した学生から選考しますので、受講希望学生
は、第一回目の講義に必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

現役客室乗務員（CA）からビジネスマナーの基本を実習やロールプレイを通して学びま
す。 
単に知識やスキルを身に付けるだけではなく、ビジネスマナーの必要性を「おもてなし」の
こころから考える姿勢も学びます。他者との違いを理解し、相手のこころを考えながら行動
することで、急激な社会の変化にも対応できる人材となるための基礎力が養えます。 
ロールプレーイングにより実践的なスキルを学ぶと同時に、講義やグループディスカッショ
ンから社会が求めるマナーについて考察します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(5)コミ
ュニケーションスキル】に関連しています。 
本科目の学習目標は、以下のとおりです。 
①学生時代においてインターンシップなどで経験する社会人との接触において、ビジネスマ
ナーを理解した対応ができる。 
②身だしなみ、挨拶などの基本的なマナーに加え、敬語を適切に使用した対面におけるコミ
ュニケーションができる。 
③メールでのやり取りなどで必要となるビジネス文書の基本を理解し、適切な非対面におけ
るコミュニケーションができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。 

20.参考文献 特にありませんが、ビジネスマナーに関する書籍を一読後、履修されると理解が深まりま
す。 

21.成績評価 

①授業参画度（ロールプレイへの参画）・・・５０点 （講義の要点を的確に掴んで、参画
意識をもって自発的にロールプレイなどに臨む）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・２０点 （グループワークにおいて自らの意見を積極的に発信し、
他者の意見を傾聴する。ルーブリック-チームワークを評価基準とする。）※学習目標④に対
応 
③確認テスト・・・３０点 （講義全体を通して基本的なビジネスマナーに関する設問に正
答することができる）※学習目標①、②、③、④に対応 

22.コメント 

大学生そして社会人になるにつれ様々な分野の人との交流が増えていきます。 
実践的な学習からスキルだけでなくその奥にある考え方を習得し、実習を通して体得してい
く事で 
どのようなシーンにおいても堂々と振る舞う事ができる人材を目指していきましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で対応します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算

次回の予習 



出の方法、受講上の留意点について説明する。 

【第２回】 

講義および実習【職業意識の確立】 
社会−産業−組織について理解する。 
社会で求められる力について理解する。  
社会に出るまでに出来ることを理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 
講義および実習【マナーⅠ：身だしなみ】 
ホスピタリティの考え方と身だしなみの必要性を習得
する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義および実習【マナーⅠ：挨拶】 
挨拶などの基本をロールプレイを通して習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第５回】 
講義および実習【マナーⅠ：話し方と聞き方】 
ビジネスシーンで欠かせない相手に伝えるスキルと相
手の話を聴き取るスキルを習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第６回】 
講義および実習【マナーⅡ：電話応対の基本】 
電話の受け答え、メールの送受信などの基本を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語①】 
尊敬語、謙譲語、丁寧語などの敬語の使い方を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語②】 
様々なシーンを想定したロールプレイを行い、敬語を
習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 
講義および実習【マナーⅡ：報告・連絡・相談】 
組織において業務を行う場合の基本である、報・連・
相の重要性を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１０
回】 

講義および実習【マナーⅡ：来客・訪問】 
来客における対応ならびに訪問時の名刺交換などにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義および実習【マナーⅢ：ビジネス文書の基本】 
ビジネスにおける様々な場面における文書の作成につ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義および実習【マナーⅢ：ビジネスメール】 
ビジネスにおけるメールでのやり取りについて、その
基本を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義および実習【マナーⅣ：会食】 
食事におけるマナーについて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義および実習【マナーⅣ：葬式・結婚式などイベン
ト】 
結婚式および葬式などのイベントにおけるマナーにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１５
回】 

講義および実習【ビジネスマナーのまとめ】 
ビジネスマナーに関する振り返り 
確認演習および確認テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1102-
Y51 

2.科目名 資格英語(2) （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2018 年度以前入学
生） 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習を中心に行い、語彙の補強、文
法、読解力および聴解力の強化を目指す。前回の問題演習をもとに、語彙と文法の小テスト
を毎回行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目標 

19.教科書・教材 Stepping Stones for the TOEIC Test"  朝日出版"  Shogo Mitsutomi 他 
20.参考文献 授業内で案内します。 

21.成績評価 

平常点、participation ： 25 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応)                                                                   
mini-test ： 25 点（学習目標の 1. 2.に対応) 
総括試験 ： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学生のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学までに培った文法力、語彙力を落とすことのないよう学習
しておくこと。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 Guidance、Unit8  

【第 2 回】 
Unit9  Transportation & Commuting （リスニン
グ） 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 Unit9  Transportation & Commuting  （リーディン
グ）、不定詞・動名詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit10  Familylife & Home （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 5 回】 
Unit10  Familylife & Home （リーディング）、分
詞・受動態 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit11  Computers & Internet （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 
Unit11  Computers & Internet （リーディング）、
仮定法 テストに備えて勉強すること 

【第 8 回】 Review① 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 



【第 9 回】 Unit12  Offices & Office Supplies （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 
Unit12  Offices & Office Supplies （リーディン
グ）、関係詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit13  Jobs & Recruitment （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 
Unit13  Jobs & Recruitment （リーディング）、接
続詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 
Unit14  Business, Accounting & Banking （リスニ
ング） 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 
Unit14  Business, Accounting & Banking （リーデ
ィング）、前置詞・倒置 テストに備えて勉強すること 

【第 15 回】 Review②  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1202-
Y51 

2.科目名 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰⅣ(ﾃﾞｰﾀ処理演習) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
観光学科・総合社会学科（2018 年度以前入学
生） 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
コンピューターリテラシーⅡ（2）を修得
しているか，それに相当する知識・スキル
を有する者に限ります． 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 情報教室の収容人数の都合により，履修者数上限は 50 名です． 

17.授業の目的と概要 
MS-Excel 全般のスキル向上を目指します。また、社会学系の調査で用いられるアンケート
調査について、その作成から Excel を利用した集計方法までを学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Word を利用して，効果的なアンケートを作成できる 
2. Excel を利用して，適切な関数を利用して集計・分析ができる 
3. PowerPoint を利用して，効果的な調査結果の発表ができる 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 
20.参考文献 『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版，他 

21.成績評価 

課題 1：Excel 課題・・・45 点 【学習目標 2 に対応】 
課題 2：アンケート（Word）・・・12 点 【学習目標 1 に対応】 
課題 3：アンケートの集計（Excel）・・・25 点 【学習目標 2 に対応】 
   （クロス集計+5 点加点） 
課題 4：分析結果の発表（PowerPoint）・・・18 点 【学習目標 3 に対応】 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 

22.コメント 

オリジナル教材で進めます．毎回 Web 経由で講義資料と作業ファイルを配布します．授業
で扱った作業ファイルを授業後 Web 経由で提出してもらいます． 
MS-Office のスキルを習得済み（コンピューターリテラシー2 修得済み程度）の人が受講し
てください． 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：本講座の説明，PC 基本スキル・メール設定確
認 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ
ンイン，Email 設定・送信 

復習：配布資料の復習 

【第 2 回】 

PC の基礎 
講義：PC 基礎，ファイル・データ管理、Cloud サー
ビス 
作業：Email 送信 

復習：配布資料の復習，ドキュメントフォル
ダの整理 

【第 3 回】 
数値分析① 
講義・作業：Excel の基礎（基礎・入力） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 



【第 4 回】 
数値分析② 
講義・作業：Excel の基礎（参照） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 5 回】 
数値分析③ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 1 SUM，
AVERAGE，COUNT） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 6 回】 
数値分析④ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 2 IF，COUNTIF） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 7 回】 
数値分析⑤ 
講義・作業：Excel の基礎（グラフと分析） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 8 回】 
数値分析⑥ 
講義・作業：Excel の応用（データベース，伝票の集
計） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 9 回】 
数値分析⑦ 
講義・作業：Excel の応用（アンケートの集計 1 基
本） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 10 回】 
数値分析⑧ 
講義・作業：Excel の応用（アンケートの集計 2 ク
ロス集計），【課題 1 Excel】 

課題提出：【課題 1 Excel】を提出 
復習：配布資料・課題ファイルの復習 
予習：アンケートのテーマを考えておく 

【第 11 回】 
アンケートの作成 
作業：Word で各自アンケートを作成 【課題 2 アン
ケート作成（Word）】 

課題提出：【課題 2  アンケート作成
(Word)】を提出 
次回の準備：20 名分のアンケートを集めて
くる 

【第 12 回】 
アンケートの集計 
作業：Excel でアンケート集計作業 【課題 3 アン
ケート集計（Excel）】 

今回の準備：20 名分のアンケートを集めて
くる 
課題提出：【課題 3 アンケート集計(Excel)】
を提出 
復習：アンケート集計内容を確認 

【第 13 回】 
分析結果のまとめ 
作業：PowerPoint で発表資料作成 【課題 4 分析結
果の発表 （Powerpoint）】 

課題提出：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】の発表資料を提出 
予習：発表資料の完成，リハーサル 

【第 14 回】 
成果発表プレゼンテーション① 
作業：各自成果発表 【課題 4 分析結果の発表 
（Powerpoint）】 

成果発表：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】 
復習：発表時に指摘された点の修正 
予習：次回発表者は発表資料の完成，リハー
サル 

【第 15 回】 
成果発表プレゼンテーション② 
作業：各自成果発表 【課題 4 分析結果の発表 
（Powerpoint）】 

成果発表：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】 
復習：発表時に指摘された点の修正 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1202-
Y52 

2.科目名 データ処理演習 （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
観光学科・総合社会学科（2018 年度以前入学
生） 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
コンピューターリテラシーⅡ（2）を修得
しているか，それに相当する知識・スキル
を有する者に限ります． 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 情報教室の収容人数の都合により，履修者数上限は 50 名です． 

17.授業の目的と概要 
MS-Excel 全般のスキル向上を目指します。また、社会学系の調査で用いられるアンケート
調査について、その作成から Excel を利用した集計方法までを学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Word を利用して，効果的なアンケートを作成できる 
2. Excel を利用して，適切な関数を利用して集計・分析ができる 
3. PowerPoint を利用して，効果的な調査結果の発表ができる 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 
20.参考文献 『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版，他 

21.成績評価 

課題 1：Excel 課題・・・45 点 【学習目標 2 に対応】 
課題 2：アンケート（Word）・・・12 点 【学習目標 1 に対応】 
課題 3：アンケートの集計（Excel）・・・25 点 【学習目標 2 に対応】 
   （クロス集計+5 点加点） 
課題 4：分析結果の発表（PowerPoint）・・・18 点 【学習目標 3 に対応】 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 

22.コメント 

オリジナル教材で進めます．毎回 Web 経由で講義資料と作業ファイルを配布します．授業
で扱った作業ファイルを授業後 Web 経由で提出してもらいます． 
MS-Office のスキルを習得済み（コンピューターリテラシー2 修得済み程度）の人が受講し
てください． 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：本講座の説明，PC 基本スキル・メール設定確
認 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ
ンイン，Email 設定・送信 

復習：配布資料の復習 

【第 2 回】 

PC の基礎 
講義：PC 基礎，ファイル・データ管理、Cloud サー
ビス 
作業：Email 送信 

復習：配布資料の復習，ドキュメントフォル
ダの整理 

【第 3 回】 
数値分析① 
講義・作業：Excel の基礎（基礎・入力） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 



【第 4 回】 
数値分析② 
講義・作業：Excel の基礎（参照） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 5 回】 
数値分析③ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 1 SUM，
AVERAGE，COUNT） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 6 回】 
数値分析④ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 2 IF，COUNTIF） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 7 回】 
数値分析⑤ 
講義・作業：Excel の基礎（グラフと分析） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 8 回】 
数値分析⑥ 
講義・作業：Excel の応用（データベース，伝票の集
計） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 9 回】 
数値分析⑦ 
講義・作業：Excel の応用（アンケートの集計 1 基
本） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 10 回】 
数値分析⑧ 
講義・作業：Excel の応用（アンケートの集計 2 ク
ロス集計），【課題 1 Excel】 

課題提出：【課題 1 Excel】を提出 
復習：配布資料・課題ファイルの復習 
予習：アンケートのテーマを考えておく 

【第 11 回】 
アンケートの作成 
作業：Word で各自アンケートを作成 【課題 2 アン
ケート作成（Word）】 

課題提出：【課題 2  アンケート作成
(Word)】を提出 
次回の準備：20 名分のアンケートを集めて
くる 

【第 12 回】 
アンケートの集計 
作業：Excel でアンケート集計作業 【課題 3 アン
ケート集計（Excel）】 

今回の準備：20 名分のアンケートを集めて
くる 
課題提出：【課題 3 アンケート集計(Excel)】
を提出 
復習：アンケート集計内容を確認 

【第 13 回】 
分析結果のまとめ 
作業：PowerPoint で発表資料作成 【課題 4 分析結
果の発表 （Powerpoint）】 

課題提出：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】の発表資料を提出 
予習：発表資料の完成，リハーサル 

【第 14 回】 
成果発表プレゼンテーション① 
作業：各自成果発表 【課題 4 分析結果の発表 
（Powerpoint）】 

成果発表：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】 
復習：発表時に指摘された点の修正 
予習：次回発表者は発表資料の完成，リハー
サル 

【第 15 回】 
成果発表プレゼンテーション② 
作業：各自成果発表 【課題 4 分析結果の発表 
（Powerpoint）】 

成果発表：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】 
復習：発表時に指摘された点の修正 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1204-
Y51 

2.科目名 資格英語(4) （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習をトーイック形式に基づいて行
い、語彙の補強、文法、読解力およびリスニング力の強化を目指す。毎回、前回の内容から
のミニテストを行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                       
学習目標 

19.教科書・教材 
"FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST"  Chizuko Tsumatori  Masumi Tahira 
 センゲージラーニング" 

20.参考文献 授業内で案内します。  
 

21.成績評価 

平常点、participation ：  30 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応) 
mini-test ： 20 点（学習目標の 1, 2.に対応) 
総括試験： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 
 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学生のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学までに培った文法力、語彙力を落とすことのないよう学習
しておくこと 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 Guidance 復習：ミニテストの準備をすること 

【第 2 回】 Unit7 Fun （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 Unit７ Fun（リーディング）動名詞、不定詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit8  Office Work （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 5 回】 Unit8 Office Work（リーディング）助動詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit9  Meeting （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 Unit 9 Meeting（リーディング）比較 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 



【第 8 回】 Review① 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 9 回】 Unit10   Travel（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 Unit10 Travel （リーディング）前置詞 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit11 Finance （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 Unit11  Finance （リーディング）接続詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 Unit12  Business（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 Unit12 Business（リーディング）関係詞 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 15 回】 期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB2201-
Y01 

2.科目名 資格日本語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2018 年度以前入学
生） 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 留学生のみ履修できます。 

17.授業の目的と概要 

この授業は、春学期は日本語能力試験 N2 を、秋学期は N1 の問題を解きながら、試験に合
格するための知識を身につけることを目的とした通年の授業です。日本語能力試験の勉強
は、資格のためのみならず、高度な日本語運用の基礎であり、特に大学の日本語レベル、日
本での就職の場では必須の基本的知識にもなります。進め方は、文法や語彙・漢字を確認し
たあと、その知識を利用した読解の勉強により力を入れて練習をします。ときどきは聴解も
時間をとって練習を行います。 
さらに、日本での就職の際に有利な BJT ビジネス日本語能力テストについての知識を深め、
次の目標として準備ができるようにします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、4．異なる価値観を理解し、自分の
考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
① 日本語能力試験 N２ /N1 に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題に答え
ることができる。 
② 短い文章を読み、語や文のつながりを理解することができる。 
③ ⻑文を読んで、内容の要点を理解することができる。 
④ 発話や会話の中の重要な部分を意識して聞き取りができ。 

19.教科書・教材 

春学期：田代ひとみ他著『新完全マスター読解 日本語能力試験 N2』スリーエーネットワー
ク（2011） 
冬学期：草野宗子ほか著『読解攻略！日本語能力試験 N1 レベル』スリーエーネットワーク
（2015） 

20.参考文献 

国書日本語学校『日本語能力試験 20 日で合格 N２ 文字・語彙・文法（改訂版）』国書刊行
会（2012） 
氏原庸子ほか著『日本語能力試験 N２必修パターン聴解』J リサーチ出版（2017） 
図書館等にある過去問題集と各種問題集 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・教科書に基づいた毎回の小テスト（授業内で実施） ・・・50 点 （学習目標①〜④に
対応）   
・第 15 回 到達度チェック「まとめテスト」…50 点（学習目標①〜④に対応、最低 30 点
以上） 

22.コメント 
N2/N１に合格できる力をつけるためにがんばりたい人のための授業です。ですから、教科
書を買わない人や、授業中の態度が悪い人は、学期の途中でも受講を断ることがあります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春学期【第
1,2 回】 

【第 01 回】 
オリエンテーションと自己紹介。 
漢字・語彙・文法トレーニング第 1 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部導入［対比］ 

【第 01 回】 
予習：これまでの日本語学習を振り返ってお
く 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。



【第 02 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 2 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部導入＋［言い換
え］ 

作文をする。 
【第 02 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
3,4 回】 

【第 03 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 3 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［比喩］ 
【第 04 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 4 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［疑問提示文］ 

【第 03 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 04 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
5,6 回】 

【第 0５回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 5 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［主張表現］ 
【第 0６回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 6 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［指示語を問
う］ 

【第 05 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 06 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
7,8 回】 

【第 0７回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 7 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［誰・何が・何
を］ 
【第 0８回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 8 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［下線部を問
う］ 

【第 07 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 08 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
9,10 回】 

【第 0９回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 9 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［理由を問う］ 
【第１０回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 10 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［例を問う］ 

【第 09 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 10 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
11,12 回】 

【第１１回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 11 日目 
読解トレーニング：教科書第 2 部導入＋広告・お知
らせ 
【第１２回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 12 日目 
読解トレーニング：教科書第 2 部 説明書き・表・
リスト 

【第 11 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 12 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
13,14 回】 

【第 13 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 13 日目 
読解トレーニング：教科書第 3 部 実践問題１ 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。



漢字・語彙・文法トレーニング 第 14 日目 
読解トレーニング：教科書第 3 部 実践問題２ 

作文をする。 
【第 14 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
15 回】 
冬学期【第
16 回】 

【第 15 回】 
総括試験とふりかえり（まとめ） 
【第 16 回】 
オリエンテーションと自己紹介。 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 1 日目 
読解トレーニング：教科書初めの 4 題 

【第 15 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 16 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
17,18 回】 

【第１７回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 2 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step1 指示語を
問う問題 
【第１８回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 3 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step2 キーワード
の穴埋め問題 

【第 17 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 18 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
19,20 回】 

【第１９回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 4 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step3 句や文の穴
埋め問題 
【第２０回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 5 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step4 下線部の意
味を問う問題 

【第 19 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 20 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
21,22 回】 

【第２１回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 6 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step5 下線部の意
味を問う問題 
【第２２回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 7 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step6 全体を問う
問題 

【第 21 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 22 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
23,24 回】 

【第２3 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 8 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「説明文」の読み
方(1) 
【第２４回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 9 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「説明文」の読み
方(2) 

【第 23 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 24 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
25,26 回】 

【第２５回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 10 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「論説文」の読み
方(１) 

【第 25 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。



【第２６回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 11 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「論説文」の読み
方(2) 

作文をする。 
【第 26 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
27,28 回】 

【第２７回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 12 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「随筆文」の読み
方(1) 
【第２８回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 13 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「随筆文」の読み
方(2) 

【第 27 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 28 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
29,30 回】 

【第 29 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 14 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「小説文」の読み
方(1) 
【第 30 回】 
総括試験とふりかえり（まとめ） 

【第 29 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：これまでのまとめをしておくこと 
【第 30 回】 
予習：試験準備 
復習：N2 レベルの日本語を総まとめしてお
くこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB2203-
Y01 

2.科目名 上級日本語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
現代社会学部 
総合社会学科（2018 年度生除く） 
観光学科 

9.履修学年  

10.取得資格の要件 留学生 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
人数が多い場合には、人数制限をすることがある。その場合、第 1 回目の授業に来た学生が
優先。 

17.授業の目的と概要 

春学期 
【目的】アカデミックな発表の型を使って、発表できるようになることを目的とします。 
【概要】発表の構成や決まった表現を学び、それが使えるように練習します。 
秋学期 
【目的】レポートや論文執筆に必要な要約ができるようになることを目的とします。 
【概要】異なる種類の文章の要約の練習をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は(1) 自律性、(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
【学習目標・春学期】 
①アカデミックな発表の構成に基づいて、発表スライドを作り、発表ができる。 
②アカデミックな発表の表現を使い、発表や質問ができる。 
③シラバスに基づき、課題のスケジュール管理ができる。 
【学習目標・秋学期】 
①文意を取ることができる。 
②必要な情報の取捨選択ができる。 
③シラバスに基づき、課題のスケジュール管理ができる。 

19.教科書・教材 

春学期 
『アカデミック・スキルを身につける聴解・発表ワークブック』犬飼康弘著、スリーエーネ
ットワーク（2007） 
秋学期 
『留学生のためのストラテジーを使って学ぶ文章の読み方』一橋大学留学生センター著、ス
リーエーネットワーク（978-4-88319-1） 
◎書き込みのある教科書は不可 

20.参考文献  

21.成績評価 
毎回のテスト（50％）各課５点満点×11 回 
最終課題発表（50％） 
 

22.コメント 
レポートと同じように、発表にも構成や特別な表現があります。 
一緒に勉強しましょう。 

23.オフィスアワー 学修支援センター木曜日昼、研究室オフィスアワー金曜日昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
p.9 構成の確認 
１課メモ１、メモ２、メモ３ 

１課 p.22 練習の後で 
２課の言葉調べ、メモ１ 

第２回 １課テスト、２課２、３ これ以降毎回、音声データを入れた PC やス



マホを持ってくること。 
３課の言葉調べ、メモ１ 

第３回 
 ２課テスト、３課メモ２、３ ４課の言葉調べ、メモ１ 

第４回 
 

３課テスト、４課メモ２、３ ５課の言葉調べ、メモ１ 

第５回 ４課テスト、５課メモ２、３ ６課の言葉調べ、メモ１ 
第６回 ５課テスト、６課メモ２，３ ７課の言葉調べ、メモ 

第７回 ６課テスト、７課 
７課問題 
８課の言葉調べ、メモ 

第８回 ７課テスト、８課 
８課問題 
９課の言葉調べ、メモ  
 

第９回 ８課テスト、９課 
９課問題 
10 課の言葉調べ、メモ 

第 10 回 ９課テスト、10 課、最終課題説明 
10 課問題 
11 課の言葉調べ、メモ 

第 11 回 10 課テスト、11 課 11 課問題 
第 12 回 11 課テスト、最終課題準備 最終課題準備 
第 13 回 宿題確認、最終課題準備 最終課題準備 
第 14 回 最終課題発表  
第 15 回 最終課題発表  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB2204-
Y51 

2.科目名 上級日本語（２） （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部総合社会学科 9.履修学年 ２年生以上 
10.取得資格の要件 留学生 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
【秋学期 
【目的】レポートや論文執筆に必要な要約ができるようになることを目的とします。 
【概要】異なる種類の文章の要約の練習をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は(1) 自律性、(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
【学習目標】 
①文意を取ることができる。 
②必要な情報の取捨選択ができる。 
③シラバスに基づき、課題のスケジュール管理ができる。 

19.教科書・教材 
『留学生のためのストラテジーを使って学ぶ文章の読み方』一橋大学留学生センター著、ス
リーエーネットワーク（978-4-88319-1） 
◎書き込みのある教科書は不可 

20.参考文献  

21.成績評価 
毎回のテスト（50％）各課５点満点×11 回 
最終課題発表（50％） 
 

22.コメント 要約に対して、苦手意識を持つ人がいますが、コツをつかめば大丈夫です。 
23.オフィスアワー 学修支援センター木曜日昼、研究室オフィスアワー金曜日昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
１課本文 
 

１課実践練習本文を読む、設問（１） 
毎回、授業で終わらなかった課題は宿題でや
ってください。 

第２回 １課実践練習 ２課本文に目を通す 
第３回 
 

２課本文 ２課実践練習に目を通す 

第４回 
 

２課実践練習 ３課本文に目を通す 

第５回 ３課本文 ３課実践練習に目を通す 
第６回 ３課実践練習 ４課本文に目を通す 
第７回 ４課本文 ４課実践練習に目を通す 
第８回 ４課実践練習 ５課本文に目を通す 
第９回 ５課本文 ５課実践練習に目を通す 
第 10 回 ５課実践練習 ６課本文に目を通す 
第 11 回 ６課本文 ６課実践練習に目を通す 
第 12 回 ６課実践練習 ７課本文に目を通す 
第 13 回 ７課本文 ７課実践練習に目を通す 
第 14 回 ７課実践練習 復習 
第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1101-
Y51 

2.科目名 現代社会概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 友枝敏雄 

5.授業科目の区分 総合社会学科 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義中心に進めますが、講義の途中で学生
さんに質問して答えてもらうという質疑応
答をおこないます。基礎知識は不要です
が、日々のニュースや社会で起こっている
ことを考えるきっかけにしてもらいます。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
個別のトピックを通して現代社会を観察し、分析する能力を習得する。日本社会がかかえる
問題点を考察し、将来社会を構想するための糸口をさがす。 
概要： 
つぎの 2 つのテーマについて、15 回の授業で学習する。 
各回の授業テーマについては、各回の授業内容のところに記しているので、そこを参照する
こと。 
Ⅰ 社会の謎を解く−現代日本社会におけるさまざまな疑問について考える− 
Ⅱ 社会の未来を考える−社会問題の解決とのぞましい社会の構想− 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目を学習すると、以下のような知識が身につきます。 
1．未婚化･少子化のトレンドについての知識。 
2．ネット上での「炎上」についてどう考えるのか。 
3．原子力発電をどう考えたらよいのか。 
4．格差と不平等のトレンドについての知識。 
5．「子どもの貧困」と「人口減少」についての知識。 
6．将来社会をどう構想するのか。 
 

19.教科書・教材 友枝敏雄･山田真茂留･平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』、みらい、2019 年 
20.参考文献 授業のなかで必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

授業中の質疑応答（20％） 
授業最後の１０分に書く「本日の授業内容の感想とコメント」（20％） 
中間レポート（30％） 
期末レポート（30％） 

22.コメント 

授業での質疑応答では、大きな声で答えて下さい。 
皆さんの前で、自分の考えをまとめた上で、きちんと発表し説明する訓練の場にしたいと思
います。 
毎回、授業の最後の１０分で、「本日の授業内容の感想とコメント」を書いてもらいます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

Ⅰ  社会の謎を解く−現代日本社会におけるさまざま
な疑問について考える− 
1．なぜ「スマイル」は 0 円なのか？ 

テキスト第９章の予習 



第 2 回 2．なぜ結婚する人が減っているのか？ テキスト第１０章の予習 

第 3 回 3.  なぜいじめを止められないのか？ 
 

テキスト第１１章の予習 

第 4 回 
4.  なぜ若者は SNS にはまるのか？ 
 

テキスト第１２章の予習 

第 5 回 5.  なぜ原発は東京にないのか？ テキスト第１３章の予習 
第 6 回 6.  なぜ「家族」を求めるのか？ テキスト第１４章の予習 
第 7 回 7．なぜネット上で「炎上」が生じるのか？ テキスト第１５章の予習 

第 8 回 8．なぜ＜体育会系＞は就活で人気なのか？ 
テキスト第１６章の予習/中間レポートの提
出 

第 9 回 
Ⅱ 社会の未来を考える−社会問題の解決とのぞまし
い社会の構想− 
9．「格差と不平等」にどう向きあうか？ 

テキスト第１７章の予習 

第 10 回 10．「子ども」の貧困にどう向き合うか？ テキスト第１８章の予習 
第 11 回 11．「地球環境問題」にどう向き合うか？ テキスト第１９章の予習 
第 12 回 12．「大規模災害」にどう向き合うか？ テキスト第２０章の予習 

第 13 回 
13. 「人口減少」は地域社会をどう変えるか？ 
 

テキスト第２１章の予習 

第 14 回 14．「移⺠」は社会をどう変えるか？ テキスト第２２章の予習 

第 15 回 15．21 世紀における社会と公共性 テキスト第２３章の予習/期末レポートの提
出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1107-
Y51 

2.科目名 観光産業入門 （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 
専門科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

本科目の学習目標はデイプロマ・ポリシー の「１．自律的で主体的な態度」と「２．社会
に能動的に貢献する姿勢」「３．多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力」「６．専門
知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
観光産業は、社会的な要素や経済的な要素、また地理・歴史・文化をはじめ非常に幅広い分
野を含んでいるため、多くの基礎知識が必要です。これらの知識の習得とともに、観光が今
なぜ重要であるといわれているのか、つまり観光の意義と役割を認識することに重点を置き
ます。そのため、この授業では観光の基礎知識と観光関連産業の現状と将来、新しい観光の
カタチなど基本的な項目を幅広く学習します。 
①基本的には講義形式であるが、理解を深めるために、各地の観光振興の事例や観光ビジネ
スの実態を写真や動画などで紹介する。 
②観光の経済効果の意味や新しい観光のビジネスモデルを考えるため、対話型の講義も行な
う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ（ディプロマポリシー）の 2.主体的行動力、問題解決力、3.多様
な価値観受容、コミュニケーション能力、K1.．歴史・伝統・文化・自然について幅広く知
り、あらゆるモノ・コトを観光 と結びつけて考えることができる学修に関連しています。 
① 与えられた目的（学習・観光に関して経済的思考法、成果目標、ニーズ及びその背景）
を正確に理解する力 
② 目的を達成するための観光と地域経済の関係性の課題を発見する力 
③ 情報を収集・分析し、有効な情報を選択し、柔軟な発想と論理的思考により観光と地域
経済の 

19.教科書・教材 授業中に指示します 

20.参考文献 
1.「観光事業論講義」「観光事業論」「観光学概論」（ﾐﾈﾙｳﾞｧ）、「観光ビジネス論」（同友
館）、｢旅行ビジネス論｣「観光産業論」（原書房）、「観光のまなざし」遠藤英樹 
2.その他、関連サイトのＵＲＬや関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション、試験
等に関するルーブリックに基づいて評価します。ルーブリックに基づく評価方法について
は、第 1 回目の授業内で説明します。 
①毎回講義後に提出するリアクションペーパー…40％【学修目標の②③に対応】 
②期末テスト…６0％【学修目標の①④に対応】 
 

22.コメント 

本講義では、観光ビジネスの各分野の紹介による「研究の手法」「地域活性化」、更には、先
進事例を有する地域のビデオやグループによる文献調査・フィールド調査という構成になっ
ている。積極的な授業の参加が必須です。 
※初回の授業までに興味を持った観光産業論（観光雑誌・新聞等を使った作品）等視聴や訪
問をして授業に臨んでください。 
 

23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
観光ビジネスの構図 
「講義内容の説明」と「受講の心構え」、「観光とは何
か」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 2 回】 
観光とは何か 
「現代社会と観光」「観光を学ぶと見えてくるもの」
「観光学」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 3 回】 
観光行動と観光目的・心理 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 4 回】 
観光・旅行の歴史（前半） 
「⻄洋と日本の歴史」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 5 回】 
観光・旅行の歴史（後半） 
「日本の歴史」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 6 回】 
観光資源と観光施設 
「観光資源の意味」「観光資源と観光対象」「観光対象
の特徴」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 7 回】 

国内観光旅行／国際観光旅行の現状と課題、及び観光
政策の重要性 
「観光産業の定義と種類」「観光産業・観光ビジネス
の特徴」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：レポート課題(授業終わりにレポート
課題配布) 

【第 8 回】 

観光・旅行による「経済効果」＝「観光消費」の地域
への貢献 
「観光行動のメカニズム」「観光客の購買行動意思決
定」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 9 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅行業の概要
①) 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 10 回】 観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅行業と航空業
界) 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 11 回】 観光産業・旅行関連ビジネスの実例（航空産業) 
復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 12 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（宿泊産業・ホテ
ル） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 13 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅館、その他の
宿泊産業） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 14 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（集客・レジャー
産業・テーマパーク等） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 
試験対策プリントの演習 



【第 15 回】 
まとめ：観光の変化とこれからの観光（「ニューツー
リズム」への期待） 
期末試験 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1128-
Y51 

2.科目名 観光ビジネス入門 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 
専門科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

本科目の学習目標はデイプロマ・ポリシー の「１．自律的で主体的な態度」と「２．社会
に能動的に貢献する姿勢」「３．多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力」「６．専門
知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
観光産業は、社会的な要素や経済的な要素、また地理・歴史・文化をはじめ非常に幅広い分
野を含んでいるため、多くの基礎知識が必要です。これらの知識の習得とともに、観光が今
なぜ重要であるといわれているのか、つまり観光の意義と役割を認識することに重点を置き
ます。そのため、この授業では観光の基礎知識と観光関連産業の現状と将来、新しい観光の
カタチなど基本的な項目を幅広く学習します。 
①基本的には講義形式であるが、理解を深めるために、各地の観光振興の事例や観光ビジネ
スの実態を写真や動画などで紹介する。 
②観光の経済効果の意味や新しい観光のビジネスモデルを考えるため、対話型の講義も行な
う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ（ディプロマポリシー）の 2.主体的行動力、問題解決力、3.多様
な価値観受容、コミュニケーション能力、K1.．歴史・伝統・文化・自然について幅広く知
り、あらゆるモノ・コトを観光 と結びつけて考えることができる学修に関連しています。 
① 与えられた目的（学習・観光に関して経済的思考法、成果目標、ニーズ及びその背景）
を正確に理解する力 
② 目的を達成するための観光と地域経済の関係性の課題を発見する力 
③ 情報を収集・分析し、有効な情報を選択し、柔軟な発想と論理的思考により観光と地域
経済の 

19.教科書・教材 授業中に指示します 

20.参考文献 
1.「観光事業論講義」「観光事業論」「観光学概論」（ﾐﾈﾙｳﾞｧ）、「観光ビジネス論」（同友
館）、｢旅行ビジネス論｣「観光産業論」（原書房）、「観光のまなざし」遠藤英樹 
2.その他、関連サイトのＵＲＬや関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション、試験
等に関するルーブリックに基づいて評価します。ルーブリックに基づく評価方法について
は、第 1 回目の授業内で説明します。 
①毎回講義後に提出するリアクションペーパー…40％【学修目標の②③に対応】 
②期末テスト…６0％【学修目標の①④に対応】 
 

22.コメント 

本講義では、観光ビジネスの各分野の紹介による「研究の手法」「地域活性化」、更には、先
進事例を有する地域のビデオやグループによる文献調査・フィールド調査という構成になっ
ている。積極的な授業の参加が必須です。 
※初回の授業までに興味を持った観光産業論（観光雑誌・新聞等を使った作品）等視聴や訪
問をして授業に臨んでください。 
 

23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
観光ビジネスの構図 
「講義内容の説明」と「受講の心構え」、「観光とは何
か」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 2 回】 
観光とは何か 
「現代社会と観光」「観光を学ぶと見えてくるもの」
「観光学」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 3 回】 
観光行動と観光目的・心理 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 4 回】 
観光・旅行の歴史（前半） 
「⻄洋と日本の歴史」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 5 回】 
観光・旅行の歴史（後半） 
「日本の歴史」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 6 回】 
観光資源と観光施設 
「観光資源の意味」「観光資源と観光対象」「観光対象
の特徴」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 7 回】 

国内観光旅行／国際観光旅行の現状と課題、及び観光
政策の重要性 
「観光産業の定義と種類」「観光産業・観光ビジネス
の特徴」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：レポート課題(授業終わりにレポート
課題配布) 

【第 8 回】 

観光・旅行による「経済効果」＝「観光消費」の地域
への貢献 
「観光行動のメカニズム」「観光客の購買行動意思決
定」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 9 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅行業の概要
①) 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 10 回】 観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅行業と航空業
界) 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 11 回】 観光産業・旅行関連ビジネスの実例（航空産業) 
復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 12 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（宿泊産業・ホテ
ル） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 13 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅館、その他の
宿泊産業） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 14 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（集客・レジャー
産業・テーマパーク等） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 
試験対策プリントの演習 



【第 15 回】 
まとめ：観光の変化とこれからの観光（「ニューツー
リズム」への期待） 
期末試験 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1201-
Y51 

2.科目名 観光マーケティング基礎 （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、「マーケティング」についての基礎的な理論を把握したうえで、観光産業
における具体的な事例を交えながら、観光ビジネスを理解することを目的としています。 
【概要】 
 新たなビジネスモデルの登場で旧来の大手旅行代理店の優位性が崩れつつあるほか、地域
発展を目指した「観光による地方創生」の効果が期待されることなど、時代の変化による
様々な要因を背景に消費者の旅行需要も変化しつつあります。これら多種多様な顧客ニーズ
を的確に捉え、顧客満足を最大化し、観光産業を発展させるためには「マーケティング」の
発想が欠かせません。 
 講義ではマーケティングの様々な機能を学び、ディスカッションを行います。その上で学
んだことを活用してグループまたは個人発表を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① マーケティングの基礎を理解し、説明出来るようになる。 
② 観光マーケティングの基礎的な理論を習得し、その役割や重要性を理解したうえで、 
  旅行業の企業活動を経済的価値の観点で説明出来るようになる。 
③ 観光事業について概略を理解し、社会との関わりの中でどのような役割を果たして 
  社会的価値を与えるかを提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）  問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 

森下晶美 編著 島川崇 徳江順一郎 宮崎裕二 『新版 観光マーケティング入門』（同友館） 
ISBN 9784496052064 
石井淳蔵・廣田章光『1 からのマーケティング』第 3 版 （碩学舎） ISBN-978-
4502665509 

21.成績評価 

リアクションペーパー20％                      【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト 40％                      【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】  
ルーブリックを用いて評価します   
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと 
課題提出は Web ク 

22.コメント 各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変



更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークが発生した場合、交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 授業概要の説明   
・マーケティングとは 

シラバスの確認 

2 回目 
ニーズとウォンツ 
・マーケティングの基礎となるニーズ、ウォンツの違
いや重要性 

ニーズとウォンツの復習 

3 回目 
マーケティングの定義とマーケティングミックス   
・ニーズ・ウォンツ・需要の違い 

マーケティングミックスの復習 

4 回目 
事業と商品のポジショニング 
・お客様とは 

STP・ポジショニングマップの復習 

5 回目 
購買行動プロセス 
・人はどのようなプロセスを経て商品を購入するのか
" 

カスタマージャーニーの復習 
 

6 回目 
旅行商品の流通 
・旅行商品がたどるお客様に届くまで" 

チャネルと OTA の復習 
 

7 回目 
前半リフレクション 
前半確認テスト 

前半の振り返り 
 

8 回目 
価格戦略 
・コスト・リーダーシップ戦略、スケールメリット
(規模の経済) 

ポジションと競争戦略の復習 
 

9 回目 マーケティング環境分析 
・SWOT 分析 

環境分析の復習 

10 回目 
製品・サービス戦略 
・PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメン
ト) 

PPM とライフサイクルの復習 

11 回目 プロモーションの種類 
・ プッシュ戦略・プル戦略 

プロモーションミックスの復習 

12 回目 
ブランド構築のプロセス 
・ブランド・アイデンティティ、デ・マーケティング 

ブランディングとマーケティングの違いの復
習 

13 回目 
消費者心理 
・リレーションシップ・マーケティング 

CRM 戦略の復習 

14 回目 
後半リフレクション 
・後半確認テスト 発表準備 

15 回目 全体振り返りとなるレポート提出 
・レポート作成 

発表準備 レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2103-
Y51 

2.科目名 アジア文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 専門共通 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業は、広大かつ多様なアジアの文化や歴史について、大まかな概要を把握すること、
またそこから自分が関心を持つ地域について研究を進めるための分析手法を身につけてもら
うことを目的としています。 
授業は、地域文化の分析手法のひとつ（関連性の分析）を、沖縄の文化や歴史を例に取って
解説していく「沖縄編」（第 1〜4 回）と、アジアの文化や歴史を大きく６つの地域に分けて
概説していく「アジア概要編」（第 5〜15 回）から成り立ちます。 
「概要編」で紹介した国や地域からひとつを選び、「沖縄編」で学んだ方法で分析をおこな
ったレポートを最終課題として提出します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（3）多様性の理解と（2）問題解決力の学修に関連していま
す。 
①アジア各地の文化や歴史についてその概要を説明できる。 
②ある地域の文化を、その環境、歴史、生活、産業、芸能などの関連性の中でとらえること
ができる。 
③地域研究の基本的方法を使うことができる。 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー ⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業ガイダンス ― 地域研究の方法、授業テーマ、成
績評価、期末レポートについて 
方法解説編 1. 沖縄の地域概要 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 
方法解説編 2. 沖縄の信仰（来訪神マユンガナシ、女
性と異界、霊媒師ユタの治療原理） 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 
方法解説編 3. 沖縄の社会組織 （門中と祖先祭祀、
門中の時代変化）＋沖縄の歴史（琉球王国まで） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 
方法解説編 4. 沖縄の歴史 2 ― 沖縄戦〜アメリカ統
治時代〜本土復帰 ＋ 沖縄における宗教・社会・歴史
の関連性 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 
地域概要編 1. 北アジア ― 地域概要 ＋ 特集「モン
ゴロイドの拡散」 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 地域概要編 2. 中央アジア ― 地域概要 ＋ 特集「遊 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



牧⺠と国家」 ・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 地域概要編 3. ⻄アジア（1） ― 地域概要 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 8 回】 
地域概要編 3. ⻄アジア（2） ― 特集「イスラム教
における『神』とは何か」 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 9 回】 
地域概要編 3. ⻄アジア（3） ― 特集「紛争の原因
は宗教なのか」 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 10 回】 地域概要編 4. 南アジア（1） ― 地域概要 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 
地域概要編 4. 南アジア（2） ― 特集「解脱の技
法」 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 
地域概要編 5. 東アジア（１） ― 地域概要 ＋ 特集
「歴史の政治性」 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 
地域概要編 5. 東アジア（2） ― 特集「歴史の政治
性」（続き） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 地域概要編 6. 東南アジア（1） ― 地域概要 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 
地域概要編 6. 東南アジア（2） ― 特集「融合する
文化と紛争回避の可能性」 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2202-
Y51 

2.科目名 観光リスクマネジメント （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 展開科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 3 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
観光学概論、経営学概論を履修しているこ
とが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

リスクには様々なものがありますが、この科目では純粋リスクを扱います。特に、経営上の
リスクに焦点を当て、観光業における個別事象のリスク管理から事業経営継続におけるリス
クマネジメントまで必要となる基本的な知識とスキルを修得することを目的とします。 
まず、基本的な考え方や理論を講義に基づき習得した後、具体的な事例を通じて、より実践
的な知識、手法などのポイントを学び、知識の定着を図ることとします。また、災害等の不
測の事態に備えるためのリスク管理だけでなく、組織的な原因などについても学習すること
で、観光産業にとどまらずあらゆる分野の経営において活用できるリスクマネジメントの修
得を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(4)問題発見・解決力】
【(6)専門的知識・技能の活用】に関連しています。 
本科目の学習目標は、以下のとおりです。 
①観光産業を例に企業の抱えるリスクの抽出と評価を行うことができる。 
②観光産業を例に企業の抱えるリスクについて具体的な対策を提案することができる。 
③リスク対策として事前に考え、備えるべき事項およびその前提となる組織風土について理
解し、説明できる。 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献  

21.成績評価 

①授業参画度・・・4０点 （講義の要点を的確に掴んで、参画意識をもって自発的にケー
ススタディに取り組む）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・２０点 （ケーススタディにおいて自らの意見を積極的に発信し、
他者の意見を傾聴する。ルーブリック-チームワークを評価基準とする。）※学習目標①、
②、③に対応に対応 
③確認テスト・・・4０点 ※学習目標①、②、③に対応 

22.コメント 

コロナなどリスクによる影響を実感している学生も多いと思います。この講義では、リスク
マネジメントの基本的なプロセスを理解するためにケーススタディなどを活用していきま
す。エアラインの安全管理部門において、ヒューマンエラーによる事故防止に取り組んだ経
験を活かし、履修する学生には、単なるリスクマネジメントだけではなく、会社の組織風土
にまで踏み込んでリスクへの備えを考えてもらいたいと考えています。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】
  

講義：オリエンテーション 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 



 出の方法、受講上の留意点について説明する。 
【第２回】
  
 

講義：危機に対する意識 
日本人における危機意識とその原因について考察す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 講義：リスクとは何か、リスクの種類 
リスクの概念と様々なリスクについて確認する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義：リスクマネジメントとリスクアセスメント 
リスクの管理と評価について確認する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第５回 
ケーススタディ① 
旅行業を例にケーススタディに取り組む。※個人ワー
クおよびグループワーク 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：ケーススタディの読み込み 

第６回 
ケーススタディ② 
旅行業を例にケーススタディに取り組む。※グループ
発表と解説 

ケーススタディについてグループで発表のた
めの資料を作成する。  
  
 

【第７回】 

講義：リスク戦略 
リスクへの処理手段としてのリスクコントロールおよ
びリスクファイナンスについて確認する。 
確認テスト① 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習及び確認テストに備えここ
までの振り返り 

【第８回】 

講義：リスク戦略：リスクの低減・リスク処理につい
て 
リスクをどこまで管理するのか、どの様な対策が有効
であるのかを考える。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 
ケーススタディ③： 
旅行業を例にケーススタディに取り組む。※グループ
ワーク・発表・解説 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１０
回】 

リスク管理計画・リスク対応の組織： 
リスク管理を組織的に行うための体制について考え
る。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：ケーススタディの読み込み 

【第１１
回】 

ケーススタディ④ 
危機管理組織に関するケーススタディに取り組む。※
個人ワークおよびグループワーク 
 

ケーススタディについてグループで発表のた
めの資料を作成する。 

【第１２
回】 

ケーススタディ⑤ 
危機管理組織に関するケーススタディに取り組む。※
発表と解説  
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義：リスク管理と組織に関する研究 
リスクの少ない組織とはどの様な組織かを考える。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義：マスコミ対策・レピュテーションリスク 
危機そのものから波及するリスクについて考える。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１５
回】 

全体の振り返りと確認テスト② 
復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：確認テストに備えここまでの振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2204-
Y51 

2.科目名 陸上環境論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山雅男 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、さまざまな環境問題を取り扱う基礎能力を培うとともに、豊かな日本の自然
の姿を把握し、その保全の考え方を身につけることを目的とします。 
【概要】 
 植物を取り巻く主要な環境要因である光、水、大気、温度や土壌の働きについて習熟する
とともに、生物多様性の高い日本の自然への理解を深めます。また、個々の植生帯に見られ
る保全上の問題をとりあげ、いかにすれば自然を損なうことなくかかわることができるかを
考え、自然の保全についての基礎的概念を修得します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解 （4）問題発見・解決
力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 植物に影響するさまざまな環境要因について、その基本的な働きを説明できる。 
② 日本の植生について概観し、気候や文化との関わりを述べることができる。 
③ 植生におよぼす地形や地質、人為の影響を考慮し、同一気候下における生態系の多様性
を論じることができる。 
④ 身近な自然としての里山の持続可能な利用の考え方を身に付けるとともに 

19.教科書・教材 
教科書は使用しません。毎回、授業でプリントを配布します。 
 

20.参考文献 

１．岩槻邦男編・片山雅男他著『グリーンセイバー・植物と自然の基礎をまなぶ』研成社
（2002）  
  第２〜第７回の環境要因の内容が書かれています。 
２．その他、関連の文献情報は授業中に適宜紹介します。 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。  
・第７回授業で中間確認テスト         ・・・30 点   [学習目標①に対応]  
・課題１：日本の自然と文化についてのレポート ・・・10 点   [学習目標④に対応]  
・課題２：里山の自然と活用についてのレポート ・・・10 点   [学習目標④に対応]  
・第 15 回授業で総括テスト                          ・・・50 点   [総括・学習
目標①②③④に対応]  
                                  
すべての 

22.コメント 
学習内容を自らの経験・知識に照らし合わせて考えるようにしましょう。 
 

23.オフィスアワー 
授業の前後に、教室や講師控室等で、学生からの質問等への対応します。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義「環境要因と植物」   
  環境をどのように分析するのか？   
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）  
 

第２回 
 

・講義「光要因（１）光のはたらきと光合成」   
  光の重要性と植物への働き  
  効率のいい光エネルギーの利用法 無駄なく光を
利用するために 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）  
 

第３回 

・講義「光要因（２）光形態形成」   
  光刺激を利用した調節機能  
  光の力で成⻑のコントロール 
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 
 

第４回 

・講義「水要因」   
  植物にとっての水の役割  
  生命活動の源 
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第５回 

・講義「大気要因」   
  二酸化炭素・酸素のはたらき  
  地球温暖化はなぜ起こるのか？ 
  大気汚染 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第６回 

・講義「温度要因」   
  最適温度と高温障害・低温障害 
  なぜ常緑樹の葉は冬でも凍らないのか（植物の耐
凍性） 
  ⻩葉、紅葉と落葉の仕組み 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第７回 
・講義「土壌要因」   
  土壌の作られ方  森の落ち葉の行方は？ 
・中間確認テスト 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 
 

第８回 
・講義「東アジアの植生と日本の植生」   
  日本の自然環境と豊かな植物相  
  日本の自然を理解するために 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第９回 
・講義「亜熱帯の自然と琉球文化」   
  亜熱帯多雨林の自然  
  豊かな自然にはぐくまれた琉球文化 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１０回 

・講義「暖温帯の植生と照葉樹林文化」   
  暖温帯常緑樹林の自然と照葉樹林文化  
   身近な自然を理解するために 
  中間温帯の自然 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）                 
課題１のレポート作成 

第１１回 
・講義「里山の生態学」   
  里山の自然と保全・活用  
  人とともに生きる生物・生物とともに生きる人 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１２回 
・講義「冷温帯の植生（ブナ帯）とナラ林文化」   
  冷温帯夏緑広葉樹林と日本海多雪地の植物 
  世界遺産白神山地のブナ林 豊かな森の恵み 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 



第１３回 

・講義「奥山の自然と人の暮し  中山間地へのエコ
ツアー」     
  循環型の里山利用 持続可能な自然利用の智恵を
探る 
  汎針広混交林  北海道の自然 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１４回 

・講義「亜高山帯の植生（亜寒帯植生）」   
  亜高山針葉樹林とお花畑  追い詰められた植物
たち      ・講義「高山帯の植生 −たくまし
く生きている可憐な草花− 」   
  厳しい生育環境への適応 生き抜くためのさまざ
まな知恵 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１５回 ・総括テストとまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2208-
Y51 

2.科目名 特殊講義（１） 金融論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

（１）金融取引の意味と金融機関の役割 
（２）銀行という金融機関が果たしている役割 
（３）金融政策 
（４）資産価格に関連した話題 
（５）金融面から見たコーポレート・ガバナンス 
（６）デリバティブや証券化といった新しい金融の動き 
等を基礎から分かり易く解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）金融取引の意味や金融機関の役割をプレゼンできる。 
（２）銀行の役割をプレゼンできる。 
（３）日本の金融政策をプレゼンできる。 
 

19.教科書・教材 高橋洋一『国⺠のための経済と財政の基礎知識』（扶桑社新書 373、2021） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
積極的授業参加度・授業中の発表（45％）（目標（１）（２）（３）に対応） 
試験又はレポート（55％）（目標（１）（２）（３）に対応） 
 

22.コメント 

少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に説
明する。 
私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 インフレとデフレとは何か 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 インフレ目標 2％の意味 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



【第 3 回】 世の中のお金の量は日銀が調整している 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 4 回】 金融政策と財政政策の違い 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 日本は借金も資産も世界一の国 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 国債の仕組み 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 MMT とベーシックインカムとは何か 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 国がすべき成⻑のための環境づくり 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 10 年も正常に機能してこなかった日銀 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 バブルとは何か 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



【第 11 回】 日本の経済格差 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 12 回】 信用創造とは何か 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 中国進出のリスク 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 
デジタル通貨、世界銀行、国際通貨基金、経済開発協
力機構 
総括試験（55 点） 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめと試験返却 

備学習：教科書を利用するので、各回の授業
範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2210-
Y51 

2.科目名 
特殊講義（３） サービスラーニング B WS
開催 (2) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 社会学部、心理学部、教育学部 9.履修学年 1-4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実
施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 
対面(月 2 回程度) 
Zoom での勉強会(月 4 回程度 全員の都合
を合わせると夜中になる可能性が高いと思
います。) 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(活動時間は相談) 

16.履修制限 人数が多い場合は履修制限をします。5-10 名前後を考えています。 
履修制限をする場合は面談をします。 

17.授業の目的と概要 

科目名は文字数の関係で適当につけられています。 
そのため、内容は全然違います。注意してください。 
テーマ A で３名前後、テーマ B で 10 名前後を募集します。 
[テーマ A] ワークショップを通じた地域貢献 (3 名前後) 
注意 : 土曜日にワークショップを実施する可能性が高いです。１年間を通して実施します。
そのため、秋・冬も取ってください。 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
一般社団法人 Note&Key と明星大学の学生と連携して様々なタイプのワークショップを開
きます。 
１年間を通して様々なタイプのワークショップを開きます。 
CORD な農園 ： 果物を楽しんで，コトバをつくり，違いを探して組合せよう 
→ 同じ果物でも，コトバや組み合せたモノが違うことを知覚する。 
CODE な農園 ： コンピュータを楽しんで，コードをつくり，違いを探して組合せよう 
→ 同じ目的でも，コトバや組み合せたモノが違うことを知覚する。 
CHORD な農園 ： トイを楽しんで，問いをつくり，違いを探して組合せよう 
→ 同じトイでも，問いや組み合わせたモノ（これは「問い」か「トイ(めざトイ)」）が違う
ことを知覚する。 
今回は「CORD な農園」と「CODE な農園」をテーマにワークショップを実施します。 
東京と兵庫を繋いでワークショップを実施したり、今までにないワークショップを実施して
いきたいと思っています。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
[テーマ B] プログラミングワークショップを通じた地域貢献(10 名前後) 
[注意] 尼崎と山手の学園祭の日は全員空けておいてください。１年間を通して実施します。
そのため、秋・冬も取ってください。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
ワークショップを開くという事は一筋縄ではいきません。 



教材を作成して、当日を迎えれば万事解決というわけではなく、 
スケジュール管理、場所の確保、機材の確保、広報など様々な事を行わなければいけませ
ん。 
教員は皆さんのアドバイザーとして、アドバイスや議論に参加しますが、実際に行動するの
は皆さんです。 
活動の中で自分達だけでは困難な事がたくさん起こるはずです。 
その過程で仲間や地域の方々の助けがないとワークショップの開催は非常に難しい事を実感
してほしいと考えています。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
また、時期によって単発のイベントを企画しようと思っています。 
これは私が担当するサービスラーニングの共通内容となります。 
[サブテーマ] 地域を知り、地域の課題の解決の糸口を探す 
----------------------------------------------------------------------------- 
尼崎の中小企業の取材および Amaportal への記事投稿 
- 8 月頃を予定しています 
市役所と連携してフューチャーデザインワークショップの開催 
- 1-3 月頃を予定しています 
Mycityreport × 尼崎散策 
- 毎月、土曜日に集まれる人だけ集まって尼崎を散歩します。 
- Mycityreport で尼崎の道路で危ないところを見つけたら投稿します。 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

[テーマ A] 
a) オンラインで他地域と繋ぐという事は何に役に立つのかについて自分の意見を持つ 
b) ワークショップを通じて地域で求められていることは何なのかについて自分の意見を持
つ 
[テーマ B] 
a) プログラミングワークショップはこの地域で求められているのか体験を通して自分の意
見を持つ 
b) 誰のためにプログラミングワークショップを開くべきなのか、どこの場所でプログラミ
ングワークショップを開くべきなのかの自分の意見を持つ 
[DP との関係] 
上記の(a),(b)は(1)-(4)に関係している 
( 

19.教科書・教材 [テーマ B] Scratch で楽しむプログラミングの教科書,北村 愛実  (著), 犬伏 雅士 (監
修),SB クリエイティブ 

20.参考文献 
[テーマ B] スクラッチプログラミング事例大全集, 松下孝太郎  (著), 山本光  (著),技術評
論社 

21.成績評価 活動報告書 : 100% 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春・夏の活
動概要 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回程度) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 
対面授業(月 2 回程度)の役割 : ワークショップ実施

 



に関して何をしなければいけないのかを議論し、行動
するために実施する 
Zoom での勉強会(月 4 回程度)の役割 : scratch のプ
ログラミング能力を向上させ、ワークショップの教材
作成ができるだけの知識を手に入れる 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(要相談)の役割 : ワークショップを通
じて、知識を 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2213-
Y51 

2.科目名 特殊講義Ⅵ 現代航空事情 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 基幹科
目 専攻コア 

6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 
２年生以上 
※2019 年および 2020
年入学の学生 

10.取得資格の要件  11.先修条件 エアラインビジネスまたは航空ビジネス論 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義ではエアラインビジネスを基盤として、大手航空会社の経営戦略を先ず学びます。
特に現代の国際線を運航する大手航空会社（FULL SERVICE AIRLINE=FSC)のネットワーク
戦略の基本と他エアラインとの提携戦略について理解することができます。また、マイレー
ジやコストマネジメントなどの企業戦略について、そのポイントをレストラン経営など身近
な例から解説します。次にローコストキャリア（LCC)の経営についてその特徴と具体的な
コスト削減の活動内容を学ぶことができます。そしてＬＣＣがＦＳＣとは全く異なるビジネ
スモデルであることを講義により解説します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(2)社会的貢献性】【(4)問題発見・解決
力】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連しています。 
本科目の学習目標は以下のとおりです。 
①大手航空会社の基本的な経営戦略について学ぶことができる。特に航空会社の商品である
航空路線の展開に関するネットワーク戦略について基本的な考え方を学ぶことができる。 
②在庫が出来ない商品を扱う航空会社の収入戦略、コストマネジメント、マイレージなどの
顧客戦略について、レストランの経営を例題に詳しく解説し、その基本的な戦略を学 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 航空産業入門（第 2 版） 発行：東洋経済新報社 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・40 点 （講義に出席し、講義中に
ポイントを掴み、配布する資料に要点を記入する）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する）※学習目標①、②、③に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通して航空会社のオペレーションのポイントを理
解し、考察することができる）※学習目標①、②、③に対応 

22.コメント 
現代航空事情では、エアラインビジネスにおいて学んだ航空業界のビジネスの仕組みを基盤
として、航空会社の経営戦略を学びます。ANA や JAL に代表される大手航空会社の戦略と
台頭著しいＬＣＣ（ローコストキャリア）の戦略を比較していきます。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】
  
 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第２回】 講義 エアラインの特性とコロナ危機 復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



  
 

エアライン事業の特性ならびにコロナ危機の影響につ
いて説明し、今後のエアライン事業の将来性について
考察する。 

予習：次回の予習 

【第３回】 

講義 ハブ＆スポーク戦略とアライアンス 
現在の大手航空会社が採用するハブ＆スポーク戦略を
詳述し、また、その戦略を更に深めるハブ空港におけ
る対応や海外他社との提携（アライアンス）の必要性
について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義 レベニューマネジメント戦略 
航空産業の特性を踏まえ、座席管理の仕組みと価格と
の連動について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義 マイレージ戦略 
エアラインが進めるマイレージ戦略を中心とした対顧
客サービスについてケーススタディにより説明し、そ
の戦略について考察する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 

講義 生産性の向上とコストマネジメント 
航空機の購入など多額の固定費を負担するエアライン
におけるコストマネジメントとＩＴ導入などによる生
産性向上の仕組みを解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義 職掌制度と人材マネジメント 
労働集約型産業であるエアラインの様々な職種の役割
とその人材要件を解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 
講義 安全管理 
エアラインにとって必須命題である安全運航につい
て、その具体的な内容を詳述する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 

講義 貨物事業戦略 
旅客運送とは異なり、コロナ拡大下においても収入を
確保している航空貨物事業と貨物のオペレーションに
ついて説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義 ＬＣＣの誕生と成⻑ 
ＬＣＣが誕生した背景について米国における規制緩和
と関連して解説する。またその後のＬＣＣの急成⻑の
理由を掘り下げて考察する。 
第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義 ＬＣＣの戦略① 
ＬＣＣにおけるオペレーションにおける様々なコスト
削減の仕組みを学習する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義 ＬＣＣの戦略② 
ＬＣＣにおける予約販売よびアンシラリー収入に関す
る様々な活動について学習する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義 ＬＣＣのビジネスモデル 
ＬＣＣは単なるコスト削減ではなく、大手航空会社と
は全く異なるビジネスモデルを実現していることを説
明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義 エアラインを取り巻く現状と課題 
現代の航空会社を取り巻く現状、例えば脱炭素化社会

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備



に向けた現状などにや空飛ぶ車などついて国土交通省
の資料を基に解説する。 
 

えてここまでの振り返り 

【第１５
回】 

講義 エアラインのオペレーション 
エアラインのオペレーション全体を振り返り、重要な
ポイントを整理する。 
第 3 回小確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2215-
Y51 

2.科目名 特殊講義Ⅷ 仕事とキャリアⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
人間学総合教育科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■「仕事とキャリア形成Ⅰ」で学んだことがらをいかし、ワークショップ形式により様々な
ケースについて職業理解研究を行う。 
■２１世紀に入り、我が国の社会構造も大きく変化し少子高齢社会へと向かっている。その
中で学校教育から職業生活への移行について考え、職業についての理解を深める。 
■社会人基礎力について、様々な社会人経験者の話を聞き、実践的に学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・知識と経験の総合化 
これまでに学修した知識や経験をまとめて、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、自
己分析をすることができる。 
本科目の学修目標は DP（ディプロマポリシー）の?自律性?問題発見・解決力の学修に関連
しています。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。 
② キャリア教育の一科目であることを自覚し、遅刻や早退をせずに出席して、個人、グル
ープ、クラス全体の学習活動を遂行することができる。 
③ 自分の性格や価値観を客観的に把握し、将来のキャリア像を実現するための具体的な計
画を 

19.教科書・教材 
■必要に応じて参考書を紹介もしくは資料を配付する。 
 

20.参考文献 
日本経済新聞 
東洋経済 
 

21.成績評価 
■ ワークシートの作成      60％  
■ リフレクションシート       40% 
 

22.コメント 
・社会に対する視野を広げ、様々な問題について関心を深めよう。そのためには、新聞を読
んだり、ニュースを見て自分なりの考えをまとめてみよう。 
・コロナウイルス対策として、原則対面であるが常にパソコンを持参のこと。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

オリエンテーション 
■ 学校教育と職業生活との接続について 
■ ポートフォリオの意義とベンチマーク 
 

〇 「仕事とキャリア形成Ⅰ」の復習  
150 分 
〇 e-portfolio の作成  60 分 
〇 本時の復習  30 分 
 

【第 2 回】 
社会人基礎力 
■ これが、就職の現実だ！ 
  キャリアセンター藤井次⻑特別講義 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組



 ・さぁ、準備を始めよう！ 
 

織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分  
 

【第 3 回】 

社会人基礎力 
■これが、会社の現実だ！ 
 浜崎学⻑特別補佐、特別講義 
 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分  
 

【第 4 回】 

就活準備スタートアップ講座 ~早期に就活を意識す
る~ 
マイナビ 
 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分 

【第 5 回】 

公共職業安定所の業務 
■ ハローワークの実際 
■ 最近の就職状況 他 
 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分  
 

【第 6 回】 
仕事・就活とは何か  
オフィスビギン柳本周介氏 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分 

【第 7 回】 業界研究① 
（航空業界） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分  
 

【第 8 回】 
業界研究② 
（鉄道業界） 
 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分  
 

【第 9 回】 
業界研究③ 
（テーマパーク） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ



る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第 10 回】 業界研究④ 
（旅行業界） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第 11 回】 
業界研究⑤ 
（地方活性） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第１2 回】 
業界研究⑥ 
（水族館） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第 13 回】 
業界研究⑦ 
（アストドア・駅） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第１4 回】 
業界研究⑧ 
（寺社芸術文化・城） 
 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第１5 回】 
業界研究⑨ 
（旅館） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2216-
Y51 

2.科目名 
特殊講義Ⅸ ホスピタリティマネジメント
（2/2） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目ホスピタリティマネジメントとはホスピタリティ産業における経営管理を意味しま
す。 
具体的には、学術的な側面として Hospitality と Service の違いを明確にします。どちらも
その行為を受けた人は良い気分になるでしょう。この 2 つの言葉の違いを、その語源、宗
教、歴史から学びます。そして、日本語としての「おもてなし」のルーツを考察します。 
次に、ホスピタリティ産業おける製品・サービスとな何か。製品価値を上げる企業戦略は何
か。最も重要されるコア・コンピタンスとして企業の差別化するにはどうすればよいか。そ
の答えを、国内外で評価される企業の事例を考察することで履修者自身が理解を深めていき
ます。学修を通して履修者が自ら課題の発見や解決の糸口を見付け出すことが講義の目的で
す。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 
授業は講義、グループワーク、ディスカッション、発表で構成されます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は dp（ディプロマポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）(6)専門的知
識・技術の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ホスピタリティとサービスの違いを語源や歴史的観点から説明できる。 
②ホスピタリティの事例を説明できる。 
③ホスピタリティ産業のマネジメント手法を理解し、説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 
Kotler ”Marketing for Hospitality and Tourism ” PEARSON 
服部勝人『ホスピタリティマネジメント入門』丸善 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
?ミニッツペーパーの提出と理解度（30％）［学修目標?〜③に対応］ 
②課題レポート（20％）第 1 回・第 5 回［学修目標②に対応］webclass 
③総括試験（50％）［学修目標①〜③に対応］ 

22.コメント 

グローバル化する現代社会において、ホスピタリティビジネスは重要な産業です。ホスピタ
リティを理解することは市場での差別化に通じます。また、異文化への理解を深めることで
円滑なコミュニケーション力を身に付けます。国際社会で活躍するグローバル人財にとって
は、ホスピタリティマネジメントは必修の学びです。ホスピタリティをキーワードにマネジ
メントをおこなうことで顧客と従業員の間にに「真実の瞬間」を作り出します。知識の習得
ではなく、自身で考えることが狙いです。 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 



23.オフィスアワー 
月曜日 3 限事前予約制 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

講義：なんとなく分かるようで分からない
「Hospitality と Service の語源と概念」 

PC またはタブレット等は全回で必要 
予習：ホスピタリティ体験をまとめノートに
整理してまとめること。 
＊課題「自分自身で体験したホスピタリティ
をレポートにまとめること。Word 1000 字
以内 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 2 回 
講義：ハリウッドスターをはじめ欧米人は何故ボラン
ティアする人多いの「Hospitality の歴史 キリスト
教における宗教的意義」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：航空会社、ホテルの価格の変化を調べ
ノートに整理すること。 

第 3 回 
講義：家電の販売と航空座席の販売とどう違うの「ホ
スピタリティ産業の製品特性」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「顧客の為に製品・サービスを提供す
るとはどのような事か」調べ意見をまとめて
おくこと。 

第 4 回 
講義：なんか難しそうだぞ「新概念としてのホスピタ
リティマネジメント」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：ホスピタリティ製品をどこで購入でき
るか調べてノートに整理すること。 

第 5 回 

講義：ビジネスが変化する理由はどこにあるのか「ホ
スピタリティ産業におけるマーケティング 4P とは何
か」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「経営者は従業員にどの様に接すれば
よいか」を調べ考えておく。 
＊課題「従業員のモチベーションを高めるた
めにどの様にすればよいかあなたの考えをレ
ポートにまとめること。word1000 字以内。 
 

第 6 回 
講義：アルバイト先の朝礼、大きな声で社訓それって
必要なの？「企業理念とビジョンを考える・・・」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「自分の来年の目標を設定してみよ
う。」但し具体的な実行案を考えること。 
 

第 7 回 
講義：目標は設定するが、出来ないあなたへ伝授「目
標設定と PDCA」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「変なホテル」について調べてる。 
 

第 8 回 
講義：変なホテルでロボットが接客するって労働生産
性と関係あるの「労働生産性向上の方策」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：体験した良いサービスの価格について
まとめておく。 

第 9 回 
講義：ご存知かな、無料のサービスはない「顧客サー
ビスサービスの収益化」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：過去にアルバイトなどで苦情を受けた
などの経験を整理してノートに整理するこ
と。 
 

第 10 回 
講義：私は寝てないんだからの一言で会社が倒産「広
報とリスクマネジメント」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「The Ritz Carlton Hotel」についてＨ
Ｐなどで調べる。 
 

第 11 回 講義： レクサス店出店に伴いトヨタ自動車も研修 復習：講義ノートの整理と復習 



「事例研究：ザ・リッツカールトンホテルのホスピタ
リティを考察する」DVD 

予習：自動車販売店のＨＰをから業務を内容
を調べるノートに整理すること。 

第 12 回 

講義：車を売らないカーディーラーが売上 No.1「事
例研究：ネッツトヨタ南国の驚異の販売力とホスピタ
リティを考察する」DVD 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：道頓堀ホテルの HP からホテルの内容
を調べノートに整理すること。 

第 13 回 
講義：ビジネスホテルなのに就職したいと思わせる使
命感に溢れた企業「事例研究：使命感で働く道頓堀ホ
テルの軌跡」DVD 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：カーディーラーレクサスについて調べ
ノートに整理すること。 

第 14 回 
講義：ベンツに挑戦するレクサス「レクサスのマーケ
ティング」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：１回〜14 回の復習をし、疑問点をノ
ートに整理すること。 

第 15 回 まとめ 
総括試験 

復習：講義ノートの整理と復習 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2221-
Y51 

2.科目名 観光学特別演習（エアライン特別演習Ⅱ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 樫本則子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 航空産業論を履修済み、もしくは航空実務
を併せて履修することが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
グループワーク 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ホスピたちティについて多角的な視点で捉えて学習していきます。 
自信の感性を磨き、良好な人間関係の形成を目指します。 
ホスピタリティの行動力を高め、自己成⻑を目指します。 
航空業界を含め、優れたホスピタリティ産業の理念や行動の特徴について学ぶびます。 
世界に目を向け、異文化交流、ダイバーシティなどの必要性を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性（3）多様性理解（４）問題
発見・解決力（５）コミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①ホスピタリティやサービスについての概念や定義を理解し、説明ができる。 
②ホスピタリティ産業の経営理念や行動を評価できる視点を身につける。 
③多様性・ダイバーシティを理解し、説明できる。 
④異文化を理解し、他者への思いやり、ホスピタリティを身につける。 
⑤自身の生活においてホスピタリティマインドの実践ができるようになる 

19.教科書・教材 
テキストは理論編・実践編・企業研究参考資料などを配布します。 
その他適宜、関連資料を配布します。 
（特に教科書は使用しません） 

20.参考文献 ホスピタリティ学のすすめ / 服部勝人 / 丸善株式会社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①学期末試験・・・40 点【学習目標①〜⑤に対応】 
②確認試験 ・・・・10 点【学習目標①②に対応】 
③レポート ・・・・30 点【学習目標②に対応】 
④グループワークおよび発表 ・・・・20 点【学習目標④⑤に対応】 
 

22.コメント 

ホスピタリティの目的は相手の立場を尊重し、愉快に、温かく、優しくもてなす心を行動に
示すこと 
です。その基本となる挨拶・言葉遣い・態度・身だしなみなどのマナーを受講に際しても実
践していきましょう。 
また遅刻や欠席をせず、提出物の期限厳守んどの時間の管理も行いましょう。 
個人で講義を受けるだけでなく、グループワーク等ではチームワークも発揮しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
  学習内容・講義の進め方・留意点など 
ホスピタリティ理論の復習 
  春学期に行った「エアライン特別演習Ⅰ」の振り

 



返り 
 

第 2 回 
ホスピタリティ実践１ 
  食事のマナー （和食） 

配布資料「食事のマナー」の内容を復習して
おくこと。 

第 3 回 ホスピタリティ実践２ 
  食事のマナー（洋食） 

配布資料「食事のマナー」の 
内容を復習しておくこと 

第 4 回 
 

ホスピタリティ実践３ 
  ユニバーサルサービスとユニバーサルデザイン 

ユニバーサルサービスに取組んでいる企業を
選び、調べておくこと. 
 

第 5 回 企業研究１ 
  航空会社 (ＪＡＬ・ＡＮＡ） 

関心のある航空会社の理念や方針、取り組み
について調べておくこと。 

第 6 回 
企業研究２ 
  テーマパーク （ ＴＤＬ・ＵＳＪ） 

自身の関心のあるテーマパークに関して、魅
力を感じる点をまとめてみること。 

第 7 回 
企業研究３ 
  ホテル （帝国ホテル・リッツカールトン 他） 

講義内で視聴した映像についてのレポートを
作成しておくこと。 

第 8 回 
企業研究４ 
  医療機関 （ホスピス） 

講義内で視聴した映像についてのレポートを
作成しておくこと。 

第 9 回 
ホスピタリティマネジメント２ 
  クレーム分析と対応 

配布資料を理解し、自身のアルバイトや顧客
として経験したクレームやその時の対応、感
情についてまとめておくこと。 

第 10 回 
ホスピタリティマネジメント３ 
  グループワーク （クレーム対応）および発表 

他のグループの発表を客観的に評価できるよ
うになること。 

第 11 回 
ホスピタリティ総論１ 
  異文化コミュニケーション 

世界に視野を広げ、⺠族・宗教・タブーを学
ぶ。 
国際プロトコールを理解する。 

第 12 回 ホスピタリティ総論２ 
  多様性・ダイバーシティ 

多様性について理解し、ジェンダー問題につ
いて考えてみる。 

第 13 回 ホスピタリティ総論３ 
  交流分析 （エゴグラム） 

エゴグラム表を完成させ、自身の行動パター
ンに関して考察しておくこと。 

第 14 回 ホスピタリティ総論４ 
  人間力（考える力・行動する力）を養う 

今までのホスピタリティの考え方を基に、人
間力といわれる感じる力・考える力・行動す
る力を DVD を通して学ぶ。 
 

第 15 回 期末試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2301-
Y51 

2.科目名 観光学特別演習（エアライン特別実習Ⅱ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 町田都 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

エアライン特別実習Ⅰで学習した内容を更に掘り下げて 
航空業界で求められる知識と技能とはなにかを講義と実習を通して学びます。 
具体的には、下記の内容を習得することを目的とします。 
・航空業界において他社との差別化を図る為の様々な工夫や役割を理解し、あらゆる角度か
ら顧客のニーズを追求するその基本及び応用となる考え方を習得します。 
・客室乗務員としての仕事は他部署との連携も必須であり、コミュニケーションスキルの必
要性とスキルの向上を目指します。 
・常に客観的に物事を捉えお客様の多様性を理解し、簡潔に話すこと、傾聴する姿勢を習得
します。 
・シミュレーションや発言する機会を通して、自己の新たな価値に気づき本格的な就職活動
に向けてのノウハウを体得していきます。 
※航空業界がメインとなりますが、就職活動を見据えた内容になっており全体的な基礎を学
んでいきます。もちろん他業種志望でも講義は参加可能です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(1)自律性】【(3)多様性理解】【(5)コミ
ュニケーションスキル】【K3.経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリテ
ィを備え、自らを社会に役立てようとする】【K4.異なる価値観を理解し、自分の考えや日本
の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える】に関連しています。 
①航空業界における社会への責務とニーズを理解し説明する事ができる。 
②サービスの差別化の必要性、多様性を認識し多角的な視点で新たな価値創造を提案する事
ができる。 
③実務社 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 

20.参考文献 
①使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
②その他関連サイトの URL や文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

ルーブリックに基づいて評価します。 
①授業参画度・・・３０点  
（事前課題への取り組み、参画意識、自発性、積極的な意見交換や発言、授業態度） 
【学習目標③、④、⑤に対応】 
②ディスカッション、シミュレーション・・・３０点 【学習目標③と④に対応】 
③レポート・・・４０点 【学習目標①と②に対応】 
 

22.コメント 

後半のシミュレーションでは実際に出題された問題等取り上げ、本格的な模擬実習となりま
す。 
授業で感じたことやどう考えているのか、これまでに気づいた自分自身の癖など適宜自己分
析を行い授業に参加してください。 
全体を通して自己分析などの予習を前提に授業を進めていきますので留意してください。 

23.オフィスアワー 質問がある際は授業の前後に教室や講師控室等で対応します 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。 
講義【就職活動に向けての自己ケア】 

復習:ノートの整理 
 

【第 2 回】 

講義【航空業界のコミュニケーションスキル】 
エアライン特別実習Ⅰで学習したコミュニケーション
スキルの応用です。コミュニケーションによって起こ
るリスクやその解決方法について皆さんと一緒に考え
ていきます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 3 回】 

講義【保安・サービス要員以外の役割とミッション】 
エアライン特別実習Ⅰで学習した役割以外にも、日々
変化する航空業界では他にも様々な役割を担うことで
お客様に選ばれる会社である様努めています。様々な
要員について理解し考察していきます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 4 回】 

講義【グローバルコミュニケーションと語学力】 
現代社会で多様性やグローバリゼーションが進展した
事により、航空業界においても様々なサービス面にお
いて多様性が求められています。この講義では英語で
の会話スキルやスムーズにコミュニケーションを取る
コツについて学習していきます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 5 回】 

講義【セルフプランニング】 
今までの学習を基本とし、目標を立て、自分の将来像
を具体的に考える事の重要性について考察します。 
また、就職活動において重要なモチベーションコント
ロールについても考察していきます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 6 回】 

講義【自己理解（外面）】 
エアライン特別実習Ⅰで学習した内容を元に、好印象
な表情について授業を行います。ビデオ撮影を行い、
自分自身を客観視することで新たな発見と向上点を考
察します。   
※スーツ着用予定 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
 

【第 7 回】 

講義【自己理解（内面）】 
エアライン特別実習Ⅰで学習した内容の応用編です。 
「自己紹介と他己紹介」「自己 PR、⻑所と短所」を
題材に表現力の向上とプレゼンテーション能力を磨き
ます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 8 回】 

講義【航空業界における ES の作成と企業研究】 
航空業界ならではの ES の書き方や教員の実際の体験
談を基に効率良く企業研究を行っていくノウハウにつ
いて一緒に考察していきます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:web サイトで企業の採用面接の
大まかな流れを調べてノートに記入 

【第 9 回】 

講義【シミュレーション 〜グループディスカッショ
ン〜】 
グループディスカッションを行い、他者との協調性や
コミュニケーションの取り方、調和の取れた積極性に
ついて体得していきます。  
 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 



【第 10 回】 

講義【シミュレーション 〜面接時におけるマナー実
習〜】 
航空業界だけでなく、どの業界でも面接会場に入室す
る前から皆さんの面接は始まっています。細かな接遇
を理解し体得していく事で緊張のない自然体な姿で自
己を表現していく力を身に着けます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 11 回】 

講義【シミュレーション 〜質疑応答Ⅰ〜】 
様々な質問に対して表現力の向上、限られた時間で簡
潔に発言する能力の体得を目指します。また、傾聴す
る姿勢、正確に他者へ伝える能力の向上、フィードバ
ックを繰り返す事で気づきの力を醸成します。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 12 回】 

講義【シミュレーション 〜質疑応答Ⅱ〜】 
これまでの授業で学んだ航空業界の基礎知識や意見を
伝達する能力を活かし、起承転結を意識した質疑応答
スキルの向上を図ります。 
順番に面接官役を行って頂き、多角な視点での気づき
を醸成していきます。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 13 回】 

講義【シミュレーション 〜実習Ⅰ〜】 
機内で起こりうる様々な事例を基に、実際に乗務員と
顧客で分かれロールプレイング形式で実習していきま
す。他者へ関心を持つ重要性、臨機応変な対応力や気
づきの能力の向上を図ります。（英語での会話、その
他事例あり） 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 14 回】 

講義【シミュレーション 〜実習Ⅱ〜】 
これまでの学習を基に、実際の面接をイメージして入
室から退室まで実習して頂きます。質疑応答の内容も
実際出題されたものを使用し、より具体的に行いま
す。 

復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 
次回の予習:事前課題を事前に提示するので
自身で調べてノートに記入 

【第 15 回】 ・レポートの提出 
・フィードバックと自己の振り返り 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI201-
A51 

2.科目名 臨床心理学Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 

【基幹科目】臨床心理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
公認心理師受験資格に必要  
認定心理士指定科目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその
影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役
立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象
者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 1.自律的で意欲的な態度、2.社会に能
動的に貢献する姿勢、６.専門知識・技能の活用力に関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
① 健康心理学とはどういう学問であるかわかっている 
② ストレスとその影響について説明できる 
③ ストレス対処法についての基本が身についている 
④ 予防と健康増進の意義について説明できる 
⑤ 健康増進に役立つ臨床心理の視点を持っている 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
毎回のコミュニケーションシート ４×１3   52％ 
中間振り返り                                        ２4％ 
総括テスト                                          ２4％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：金曜日・２限 山手 
センターオフィスアワー：⽕曜日・昼休み 三木ライブラリー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス 健康心理学とは コミュニケーションシートの提出 
第 2 回 ストレスの生理と影響 コミュニケーションシートの提出 
第 3 回 ストレスのアセスメント コミュニケーションシートの提出 
第 4 回 ストレスのコーピング ワークあり コミュニケーションシートの提出 
第 5 回 ストレスの極、トラウマ 災害 コミュニケーションシートの提出 
第 6 回 適応障害 コミュニケーションシートの提出 
第 7 回 中間ふりかえり コミュニケーションシートの提出 
第 8 回 予防と健康増進 コミュニケーションシートの提出 
第 9 回 食に関連した問題と睡眠に関連した問題 コミュニケーションシートの提出 
第 10 回 健康リスクとパーソナリティ研究 コミュニケーションシートの提出 
第 11 回 子どもの発達 コミュニケーションシートの提出 
第 12 回 ターミナルケア 夢分析からみた死 コミュニケーションシートの提出 



第 13 回 子どもの逆境体験とその影響 コミュニケーションシートの提出 
第 14 回 コミュニティ心理学とアウトリーチ コミュニケーションシートの提出 
第 15 回 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI205-Y01 2.科目名 臨床心理学 （2017 生） 
3.単位
数 

4 

4.授業担当教員 神垣一規、横川滋章 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
臨床心理学分野における実務
経験のある教員による授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期
〜秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 
9.履修学
年 

2 年〜 

10.取得資格の要件 公認心理師 認定心理士 保育士 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概
要 

【目的】この科目は臨床心理学に関する基本的な知識を身に付けることを目的とします。 
【概要】 
（神垣担当分） 
前半部分では、まず臨床心理学の全体構造を把握し、臨床心理学の歴史について知る。そして
カウンセリング、アセスメントの基礎について学ぶ。さらに「心の病」や自傷等について考え
る機会をもつ。これらのことを通して、臨床心理学全般についての基礎的な事柄について学ぶ
ことを目的とする。 
（横川担当分） 
神垣先生の前半を受けて、こころの健康と異常について学び、今日の臨床心理的援助に大きな
影響を与えた 3 つの理論・技法として、力動的心理療法と分類される S.フロイトから始まる精
神分析、C.G.ユングの分析心理学、そしてパーソンセンタード（来談者中心療法）として知ら
れる C.R.ロジャーズの考えを紹介し、臨床心理学への基礎的理解を進めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は次の通りです。DP（ディプロマ・ポリシー）のうち，多様性理解，専門
的知識・技能の活用力の学修と関連しています。 
【神垣担当分】 
①臨床心理学の全体構造について説明することができる。 
②カウンセリングの基礎的事項について説明することができる。 
③アセスメントの基礎的事項について説明することができる。 
④その他の臨床心理学の基礎的事項について説明することができる。 
⑤心の病を患う人を理解するために、自分の心理状態と関連付けて考察することができる。 
【横川担当分】 
①臨床心理的理解・援助の前提 

19.教科書・教材 
「よくわかる臨床心理学 改訂新版」 下山晴彦編 ミネルヴァ書房 
「改訂版 臨床心理学概説」 馬場禮子著 放送大学教育振興会 
 

20.参考文献 

【神垣担当分】 
適宜、紹介する。 
【横川担当分】 
心理臨床大事典（改訂版） 氏原寛他編 培風館 2004 
精神分析事典 小此木啓吾編集代表 岩崎学術出版社 2002 
改訂 心の臨床家のための精神医学ハンドブック 小此木啓吾他編 創元社 2004 
心理療法ハンドブック 乾吉佑他編 創元社 2005   
改訂 精神分析的人格理論の基礎 馬場禮子著 岩崎学術出版社 2016 



 

21.成績評価 

【神垣担当分】 
◎毎回の感想レポート・・30％（①②③④⑤に対応） 
◎ミニレポート・・・30％（①②③④に対応） 
 ①あなたはなぜ臨床心理学を学ぼうと思ったのか 
 ②心理的な問題とあなたはどのように向き合うか 
  1 つの項目につき 800 字以上 1000 字以内 
◎Webclass テスト・・・40％（①②③④⑤に対応） 
  
【横川担当分】 
1. コミュニケーションシート…3×12 回=36%（⑤に対応） 
2. 中間ふりかえり…24%（①②に対応） 
3.総括テスト…40%（①②③④に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
神垣：月曜日昼休み（研究室）  月曜日２限（センタープログラム） 
横川：水曜日 3 限（研究室）  ⽕曜日 5 限 遠隔（センターオフィスアワー） 

24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

オリエンテーション 授業の進め方について 
臨床心理学とは何か１ 臨床心理学の理念と全体構造について 2.感想レポート提出 

第 3 回 
第 4 回 

臨床心理学とは何か２ 臨床心理学の歴史,活動内容 
臨床心理学の基盤となるモデル 
 

3.感想レポート提出 
4.感想レポート提出 

第 5 回 
第 6 回 

5.各領域における連携の在り方 
6.アセスメント１  面接法、観察法 
 

5.感想レポート提出 
6.感想レポート提出 

第 7 回 
第 8 回 

7.アセスメント２ 検査法 
8.異常心理学とは 
 

7.感想レポート提出 
8.感想レポート提出 

第 9 回 
第 10 回 

9.心の病を考える（１） 統合失調症 
10.心の病を考える（２） うつ病 
 

9.感想レポート提出 
10.感想レポート提出 
 ミニレポート提出 

第 11 回 
第 12 回 

11.心の病を考える（３） 不安障害 
12.心の病を考える（４） その他の精神障害 

11.感想レポート提出 
12.感想レポート提出 

第 13 回 
第 14 回 

13.心の病を考える（５） 発達障害 
14.不適応行動の理解 
 

13.感想レポート提出 
14.感想レポート提出 

第 15 回 
第 16 回 

15.まとめと振り返り 
************************************************************ 
以降、横川担当 
16.オリエンテーション 授業の進め方について 
 

15.感想レポート提出 
16.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 17 回 
第 18 回 

17.こころの健康と異常 
18.精神分析 1 S.フロイトと精神分析の成立 
 

17.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
18.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 19 回 19.精神分析 2 人格理論① 局所論・構造論・力動論・適応論 19.コミュニケーションシートの提



第 20 回 20.精神分析 3 人格理論② 防衛機制・発達理論 
 

出（10 分） 
20.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 21 回 
第 22 回 

21.精神分析 4 人格理論③ エディプスコンプレックス・原始
的防衛機制 
22.精神分析 5 人格理論④ エリクソンのライフサイクル論 
 

21.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
22.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 23 回 
第 24 回 

23.中間ふりかえり 
24.精神分析６ 技法論 

23.中間ふりかえり（持ち込み不
可） 
24.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 25 回 
第 26 回 

25.分析心理学１ タイプ論 
26.分析心理学２ 集合的無意識・元型・自己 

25.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
26.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 27 回 
第 28 回 

27.総括テストに向けて 
28.総括テスト 28.総括テスト（持ち込み可） 

第 29 回 
第 30 回 

29.来談者中心療法１ C.ロジャーズと来談者中心療法の成立 
30.来談者中心療法２ 来談者中心療法の理論と技法 

29.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
30.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI207-
Y51 

2.科目名 応用犯罪心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】犯罪者の特徴及び立ち直りの過程について理解することを目的とする。 
【概要】 司法矯正領域における心理職がどのような役割を担っているのか総合的に理解で
きるような講義を目指す。特に，犯罪の背景要因のアセスメント，犯罪者個々の問題に焦点
を当てた処遇，更生に必要な社会復帰支援を学ぶことに重点を置く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は DP のうち，多様性理解，問題発見・解決力，専門知識・技能の活用力と関連す
る。 
【学習目標】 
①一連の司法矯正手続きの中で，心理的介入がどのように役立つのか理解する。 
②犯罪に関連する事象を多面的に捉えることができる。 

19.教科書・教材 適宜 WEBCLASS にアップする 

20.参考文献 

①法と心理学会監修「入門 司法・犯罪心理学」有斐閣 2021 年 
②安香宏著「犯罪心理学への招待：犯罪・非行を通して人間を考える」サイエンス社 2008
年 
③森丈弓著「犯罪心理学：再犯防止とリスクアセスメントの科学」ナカニシヤ出版 2017
年 
④藤岡淳子著「非行・犯罪心理臨床におけるグループの活用：治療教育の実践」誠信書房 
2014 年 
⑤シャッド・マルナ著「犯罪からの離脱と『人生のやり直し』：元犯罪者のナラティブから
学ぶ」明石書店 2013 年 

21.成績評価 

毎回の感想レポート：2 点×15 回３０％（目標①，②に該当） 
最近気になる犯罪非行に関するレポート：１０％（目標②に該当） 
犯罪者の社会復帰に関するレポート：２０％（目標①に該当） 
総括試験：４０％（目標①，②に該当） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： ⽕曜１限   
センターオフィスアワー：月曜３限 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
犯罪心理学が対象とする領域 
・司法・犯罪領域とは何をさすのか。 
・心理職がどのように活躍しているか。 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第２回 
犯罪・非行の移り変わり 
・時代背景と犯罪・非行との関係性 
・近年注目されている犯罪 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第３回 
犯罪理論の概要 
・性悪説，性善説 
・原因重視，目的重視 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：①感想レポート 



・発達障害との関係 ②最近気になる犯罪・非行の記事に関するレ
ポート提出 

第４回 犯罪行為のアセスメント① 
・財産犯 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第５回 犯罪行為のアセスメント② 
・粗暴犯 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第６回 
犯罪行為のアセスメント③ 
・性犯，薬物犯 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第７回 
リスクアセスメント 
・リスクアセスメントの歴史 
・RNR 原則 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第８回 
介入の実際① 
・認知行動療法に基づくアプローチ 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第９回 
介入の実際② 
・動機づけ面接法 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第１０回 
介入の実際③ 
・社会復帰支援 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第１１回 介入の効果検証 
・プログラム評価と効果検証の必要性と手法 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第１２回 
再犯・再非行に及ぶ理由 
生活環境の重要性等 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：①感想レポート 
②犯罪者の社会復帰のために有効だと思う介
入についてのレポート提出 

第１３回 
立ち直りの過程 
・グッドライフモデル 
・犯罪者のナラティブに関する研究 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第１４回 
事例検討 
・架空の事例を用いて，犯罪に至った背景要因の見立
て，支援の方法について考える。 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS の資料を読む 
課題：感想レポート 

第１５回 

総括テスト 
示された事例について，①なぜ犯罪行為に及んだの
か，②これからどのような介入が必要なのか考えて記
載する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI209-
Y51 

2.科目名 心理演習 （1/3） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本真由美、田中亜裕子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 

展開科目  
臨床心理学分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
２年〜 
 

10.取得資格の要件 
認定心理士 
認定スポーツカウンセラー 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義，ロールプレイ，グループワーク，ビ
デオ視聴 

16.履修制限 

【履修制限について】 
※１クラス１５名の履修制限があります。 
※第 1 回授業の前日 17：00 までに履修登録ができていない場合、第 1 回授業に欠席の場合
は履修を認めません。 
※公認心理師資格取得希望の学生を優先します。 
※実技科目のため対面による授業となります。遠隔では受講できませんのでご注意くださ
い。 
【第 1 回授業について】 
※第１回でクラス分けを行います。前日 17：00 までに履修登録したうえで出席してくださ
い。 
※第 1 回は合同で行いますので教室については掲示を確認してください。 
※第 1 回にやむを得ず欠席しな 

17.授業の目的と概要 

公認心理師としての知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とする。 
 心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション、心理検査、心理面接、地域
支援等の知識及び技能の習得、心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及ひ?
支援計画の作成、心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプロー
チ、多職種連携及ひ?地域連携、公認心理師としての職業倫理及ひ?法的義務への理解につい
て、具体的な場面を想定した役割演技（ロールプレイ）や事例検討等を行い、これらに関す
る基本的な知識及び技術の修得を目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（5）コミュニケーションスキル 
 （6）専門的知識・技能 の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①コミュニケーション実習、心理面接のロールプレイングを通して、カウンセラーの基本姿
勢を身に着けることができる。 
②心理検査のロールプレイングを通して、心理検査実施に必要な知識を習得し、技能を身に
着けることができる。 
③事例検討を通して、事例理解に必要な基本的な知識、および技能を周到することができ
る。 
④チームアプローチの意義、お 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に随時紹介する 



21.成績評価 

①実習、ロールプレイングのワークシート 15％ 
  実習、ロールプレイングのパフォーマンス評価 10％ 
②心理検査レポート 15％ 
  心理検査のロールプレイングのパフォーマンス評価 10％ 
③事例検討後のレポート 25％ 
④総括試験 25％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

【山本真】 
センターオフィスアワー：神⼾山手キャンパス水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー：神⼾山手キャンパス⽕曜日昼休み  
【山本喜】 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 
【田中】 
センターオフィスアワー：神⼾山手キャンパス⽕曜昼休み 
研究室オフィスアワー： 神⼾山手キャンパス⽕曜 4 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 
1.オリエンテーションとクラス分け 
2.自己紹介のワーク  

第 2 週 
3.カウンセリングとは何か 
4．コミュニケーション実習１ 受容技法 
 

ワークシートの完成 

第 3 週 
5.コミュニケーション実習２ 繰り返し技法 
6．コミュニケーション実習３．明確化技法 ワークシートの完成 

第 4 週 
7.コミュニケーション実習４ 支持技法 
8．コミュニケ―ション実習 5 質問技法 
 

ワークシートの完成 

第 5 週 9.10.心理面接ロールプレイング ワークシートの完成 
第 6 週 11.12.心理検査ロールプレイング１．質問紙法 ワークシートの完成 
第 7 週 13.14.心理検査ロールプレイング２ 描画法 ワークシートの完成 
第 8 週 15.16.知能検査 ワークシートの完成 

第 9 週 
17.チームアプローチと多職種間連携 
18.地域支援 
 

ワークシートの完成 

第 10 週 19.職業倫理と法的義務 
20.遠隔による心理支援 

ワークシートの完成 

第 11 週 
21. 事例検討に必要な視点の理解 
22.支援計画作成に必要な視点と支援計画作成の方法 
 

ワークシートの完成 

第 12 週 
23.事例検討 1 
24.支援計画の作成 

ワークシートの完成 

第 13 週 
25.事例検討 2 
26.支援計画の作成 

ワークシートの完成 

第 14 週 
27.事例検討 3 
28.支援計画の作成 
 

ワークシートの完成 



第 15 週 
29.総括試験 
30.まとめ 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI209-
Y52 

2.科目名 心理演習 （2/3） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本真由美、田中亜裕子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 

展開科目  
臨床心理学分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
２年〜 
 

10.取得資格の要件 
認定心理士 
認定スポーツカウンセラー 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義，ロールプレイ，グループワーク，ビ
デオ視聴 

16.履修制限 

【履修制限について】 
※１クラス１５名の履修制限があります。 
※第 1 回授業の前日 17：00 までに履修登録ができていない場合、第 1 回授業に欠席の場合
は履修を認めません。 
※公認心理師資格取得希望の学生を優先します。 
※実技科目のため対面による授業となります。遠隔では受講できませんのでご注意くださ
い。 
【第 1 回授業について】 
※第１回でクラス分けを行います。前日 17：00 までに履修登録したうえで出席してくださ
い。 
※第 1 回は合同で行いますので教室については掲示を確認してください。 
※第 1 回にやむを得ず欠席しな 

17.授業の目的と概要 

公認心理師としての知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とする。 
 心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション、心理検査、心理面接、地域
支援等の知識及び技能の習得、心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及ひ?
支援計画の作成、心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプロー
チ、多職種連携及ひ?地域連携、公認心理師としての職業倫理及ひ?法的義務への理解につい
て、具体的な場面を想定した役割演技（ロールプレイ）や事例検討等を行い、これらに関す
る基本的な知識及び技術の修得を目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（5）コミュニケーションスキル 
 （6）専門的知識・技能 の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①コミュニケーション実習、心理面接のロールプレイングを通して、カウンセラーの基本姿
勢を身に着けることができる。 
②心理検査のロールプレイングを通して、心理検査実施に必要な知識を習得し、技能を身に
着けることができる。 
③事例検討を通して、事例理解に必要な基本的な知識、および技能を周到することができ
る。 
④チームアプローチの意義、お 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に随時紹介する 



21.成績評価 

①実習、ロールプレイングのワークシート 15％ 
  実習、ロールプレイングのパフォーマンス評価 10％ 
②心理検査レポート 15％ 
  心理検査のロールプレイングのパフォーマンス評価 10％ 
③事例検討後のレポート 25％ 
④総括試験 25％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

【山本真】 
センターオフィスアワー：神⼾山手キャンパス水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー：神⼾山手キャンパス⽕曜日昼休み  
【山本喜】 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 
【田中】 
センターオフィスアワー：神⼾山手キャンパス⽕曜昼休み 
研究室オフィスアワー： 神⼾山手キャンパス⽕曜 4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 1.オリエンテーションとクラス分け 
2.自己紹介のワーク 

 

第 2 週 
3.カウンセリングとは何か 
4．コミュニケーション実習１ 受容技法 
 

ワークシートの完成 

第 3 週 
5.コミュニケーション実習２ 繰り返し技法 
6．コミュニケーション実習３．明確化技法 

ワークシートの完成 

第 4 週 
7.コミュニケーション実習４ 支持技法 
8．コミュニケ―ション実習 5 質問技法 
 

ワークシートの完成 

第 5 週 9.10.心理面接ロールプレイング ワークシートの完成 
第 6 週 11.12.心理検査ロールプレイング１．質問紙法 ワークシートの完成 
第 7 週 13.14.心理検査ロールプレイング２ 描画法 ワークシートの完成 
第 8 週 15.16.知能検査 ワークシートの完成 

第 9 週 
17.チームアプローチと多職種間連携 
18.地域支援 
 

ワークシートの完成 

第 10 週 
19.職業倫理と法的義務 
20.遠隔による心理支援 

ワークシートの完成 

第 11 週 
21. 事例検討に必要な視点の理解 
22.支援計画作成に必要な視点と支援計画作成の方法 
 

ワークシートの完成 

第 12 週 
23.事例検討 1 
24.支援計画の作成 ワークシートの完成 

第 13 週 
25.事例検討 2 
26.支援計画の作成 ワークシートの完成 

第 14 週 
27.事例検討 3 
28.支援計画の作成 
 

ワークシートの完成 

第 15 週 29.総括試験  



30.まとめ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI209-
Y53 

2.科目名 心理演習 （3/3） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本真由美、田中亜裕子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 

展開科目  
臨床心理学分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
２年〜 
 

10.取得資格の要件 
認定心理士 
認定スポーツカウンセラー 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義，ロールプレイ，グループワーク，ビ
デオ視聴 

16.履修制限 

【履修制限について】 
※１クラス１５名の履修制限があります。 
※第 1 回授業の前日 17：00 までに履修登録ができていない場合、第 1 回授業に欠席の場合
は履修を認めません。 
※公認心理師資格取得希望の学生を優先します。 
※実技科目のため対面による授業となります。遠隔では受講できませんのでご注意くださ
い。 
【第 1 回授業について】 
※第１回でクラス分けを行います。前日 17：00 までに履修登録したうえで出席してくださ
い。 
※第 1 回は合同で行いますので教室については掲示を確認してください。 
※第 1 回にやむを得ず欠席しな 

17.授業の目的と概要 

公認心理師としての知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とする。 
 心理に関する支援を要する者等に関するコミュニケーション、心理検査、心理面接、地域
支援等の知識及び技能の習得、心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及ひ?
支援計画の作成、心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプロー
チ、多職種連携及ひ?地域連携、公認心理師としての職業倫理及ひ?法的義務への理解につい
て、具体的な場面を想定した役割演技（ロールプレイ）や事例検討等を行い、これらに関す
る基本的な知識及び技術の修得を目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（5）コミュニケーションスキル 
 （6）専門的知識・技能 の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①コミュニケーション実習、心理面接のロールプレイングを通して、カウンセラーの基本姿
勢を身に着けることができる。 
②心理検査のロールプレイングを通して、心理検査実施に必要な知識を習得し、技能を身に
着けることができる。 
③事例検討を通して、事例理解に必要な基本的な知識、および技能を周到することができ
る。 
④チームアプローチの意義、お 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に随時紹介する 



21.成績評価 

①実習、ロールプレイングのワークシート 15％ 
  実習、ロールプレイングのパフォーマンス評価 10％ 
②心理検査レポート 15％ 
  心理検査のロールプレイングのパフォーマンス評価 10％ 
③事例検討後のレポート 25％ 
④総括試験 25％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

【山本真】 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー：  
【山本喜】 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 
【田中】 
センターオフィスアワー：神⼾山手キャンパス⽕曜昼休み 
研究室オフィスアワー： 神⼾山手キャンパス⽕曜 4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 1.オリエンテーションとクラス分け 
2.自己紹介のワーク 

 

第 2 週 
3.カウンセリングとは何か 
4．コミュニケーション実習１ 受容技法 
 

ワークシートの完成 

第 3 週 
5.コミュニケーション実習２ 繰り返し技法 
6．コミュニケーション実習３．明確化技法 

ワークシートの完成 

第 4 週 
7.コミュニケーション実習４ 支持技法 
8．コミュニケ―ション実習 5 質問技法 
 

ワークシートの完成 

第 5 週 9.10.心理面接ロールプレイング ワークシートの完成 
第 6 週 11.12.心理検査ロールプレイング１．質問紙法 ワークシートの完成 
第 7 週 13.14.心理検査ロールプレイング２ 描画法 ワークシートの完成 
第 8 週 15.16.知能検査 ワークシートの完成 

第 9 週 
17.チームアプローチと多職種間連携 
18.地域支援 
 

ワークシートの完成 

第 10 週 
19.職業倫理と法的義務 
20.遠隔による心理支援 

ワークシートの完成 

第 11 週 
21. 事例検討に必要な視点の理解 
22.支援計画作成に必要な視点と支援計画作成の方法 
 

ワークシートの完成 

第 12 週 
23.事例検討 1 
24.支援計画の作成 ワークシートの完成 

第 13 週 
25.事例検討 2 
26.支援計画の作成 ワークシートの完成 

第 14 週 
27.事例検討 3 
28.支援計画の作成 
 

ワークシートの完成 

第 15 週 29.総括試験  



30.まとめ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI212-
Y81 

2.科目名 人体の構造と機能及び疾病 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 心理学部心理学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 公認心理師受験資格取得 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、遠隔オンライン・オンデマンド 
16.履修制限 制限は設けないが、公認心理師を目指す学生を対象と想定して授業を進める。 

17.授業の目的と概要 
 本科目は、公認心理師（国家資格）養成に必要な 25 科目の中の必須科目である。公認心
理師として疾病を有する者の心理について相談を受けたり、助言したりする。したがって、
公認心理師としてさまざまな疾病について知ることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標には DP(ディプロマポリシー)の 6 つ、自律性、社会的貢献性、多様性
理解、問題発見・解決力、コミュニケーションスキル、専門的知識・技能の活用力が関わ
る。 
  公認心理師受験資格取得を目指す学生として、授業での課題に自律的に関わり、社会に
どのように貢献できるかを視野に入れながら、解決を目指した考えをレポートにまとめ、授
業中に発表する。 
 本科目の学習目標は、以下の 2 つである。 
①心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害を説明できる。 
②がん、難病等の心理に関する支援が必要な主な疾病を説明できる 

19.教科書・教材 教科書は使用しない。他に教材として power point(遠隔オンライン：神⼾山手Ｃ発信）と
webclass を使用する。 

20.参考文献 
授業中に適宜紹介する。 
人体の構造と機能及び疾病 武田克彦他編 医⻭薬出版株式会社 2019 3,200 円＋税 

21.成績評価 
webclass を利用した授業回毎のレポート・課題解答（授業内容について考えたこと）＠
4×14 点、授業態度（質問に対する適切な回答等）14 点、webclass を使用した総括試験
（全範囲の知識が記述されたか）30 点 

22.コメント  授業は、遠隔オンライン、遠隔オンデマンドで行う。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼
休み。希望者は、事前にメールで予約を取って欲しい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

イントロダクション 
授業の目的、学習目標と DP との関連、授業の進め
方、シラバス説明、成績評価の方法、心理職に求めら
れる医学的知識 

予習：シラバスを読む。 
復習：授業中に理解した内容を整理し、まと
めて webclass にレポートとして報告する。 

第 2 回 
 

1．人体の構造と機能 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 3 回 
 

2．心に関わる統合器官系 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 4 回 
 

3．小児の成⻑発達と疾患 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 5 回 4．加齢と疾患 予習：資料を読む。 



  復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 6 回 
 

5．内科疾患への理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 7 回 
 

6．整形外科疾患への理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 8 回 
 

7．精神疾患への理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 9 回 
 

8．神経疾患への理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 10 回 
 

9．難病への理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 11 回 
 

10．癌への理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 12 回 
 

11．周産期医療への理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 13 回 
 

12．感染症の理解と対策 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 14 回 
 

13．リハビリテーションへの理解 
 

予習：資料を読む。 
復習：webclass に提示した課題に解答す
る。 

第 15 回 
 

まとめとテスト 
授業のまとめと最終確認テストを行う。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI307-
Y51 

2.科目名 心理的アセスメント 3.単位数 4 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士，公認心理師 11.先修条件 

臨床心理学概論・心理的支援法 
発達心理学・感情人格心理学 
上記科目を履修済み・並行履修することが
望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 

教材の数、教員・SA のキャパシティから 30 名程度 を上限と考えています。 
初回に履修者を確定しますので、欠席のないよう。 
公認心理師・認定心理士資格取得希望者を優先とします。 
※対面必須の授業となります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】心理的アセスメントの目的及び倫理について学び、その観点及び展開、方法（観
察、面接及び心理検査），適切な記録及び報告について学習することを目的とする。 
【概要】面接によるアセスメント，質問紙によるアセスメント，描画によるアセスメントな
どを取り扱う。実際に、それらのテスト、技法を体験し、解釈することを通じて、心理検査
によるパーソナリティの把握とはどのようなものかを実感してもらう。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標は DP のうち，自律性及び専門知識・技能の活用力に該当する。 
①専門的知識・技能の活用力/ 各テストの理論的背景、実施法、解釈の仕方を説明できる。 
②情報収集・活用力/ 必要な資料を整理・分類し、いつでも利用可能な状態にして活用でき
る。 
③論理的思考・判断力/ 得られたデータをもとに解釈し、他者が理解しやすいかたちで説明
できる。 

19.教科書・教材 教科書を指定しない代わりに資料を配布する。 

20.参考文献 

氏原寛編  『心理査定実践ハンドブック』 創元社 
グレアム，J.R. 田中富士夫訳 『MMPI 臨床解釈の実際』三京房 
日本臨床 MMPI 研究会監 『よくわかる MMPI ハンドブック 基礎編』 金剛出版 
林 勝蔵著 『P-F スタディ解説 2006 年版』 三京房 

21.成績評価 
毎回の授業で学習したことに関するレポート 合計２０点（①に対応） 
心理検査の所見レポート３回 各２０点（①②③に対応） 
質問紙法に関するレポート，投影法に関するレポート 各１０点 （①②③に対応） 

22.コメント 
各回に参加して、そのつど分からないことは教員・SA に質問をして、 
その時点での作業を進めていけば、難易度はそれほど高くありません。 
基本的に対面での実施のみを想定しています。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 曜 限 
センターオフィスアワー: 曜 限 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

オリエンテーション 
心理的アセスメントの目的及び倫理 
心理的アセスメントの観点及び展開 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第３回 行動観察によるアセスメント 復習：授業の内容をノートにまとめる。 



第４回 面接によるアセスメント①（ラポールの形成，質問の
仕方） 

予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第５回 
第６回 

面接によるアセスメント②（収集した情報の総合解
釈） 
MMPI の理論と実施 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第７回 
第８回 

MMPI の実施と解釈 
TEGⅡの理論と実施 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第９回 
第１０回 

TEGⅡの解釈とフィードバック 
YG 性格検査の理論と実施 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第１１回 
第１２回 

YG 性格検査の集計と解釈 
PF スタディの理論と実施 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 
課題：MMPI の所見レポート提出 

第１３回 
第１４回 

PF ステディの集計と解釈① 
PF スタディの集計と解釈② 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第１５回 
第１６回 

SCT の理論と実施 
SCT の解釈法 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 
課題：質問紙法に関するレポート提出 

第１７回 
第１８回 

内田クレペリン精神作業検査の実施と解釈 
各種スクリーニング検査（発達障害，認知症等） 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第１９回 
第２０回 

知能検査の歴史と理論 
知能検査の種類 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 
課題：PF スタディ所見レポート提出 

第２１回 
第２２回 

発達検査の歴史と理論 
発達検査の種類 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第２３回 
第２４回 

描画法の特徴と種類 
描画の発達的経過 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 
課題：投影法に関するレポート 

第２５回 
第２６回 

バウムテストの実施と理解① 
バウムテストの実施と理解② 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第２７回 
第２８回 

テストバッテリーの方法 
情報の整理とまとめ方 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：WEBCLASS にアップされた資料を読
む。 

第２９回 
第３０回 

所見の書き方，治療的アセスメント 
全体のふりかえり・まとめ バウムテスト所見レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI310-
Y52 

2.科目名 心理実習 （3 年秋〜4 年秋） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 田中亜裕子、松井幸太、山本喜晴、横川滋章 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件 公認心理師 11.先修条件 履修制限を参照 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 

事前のエントリーが必要です。 
事前エントリーできる者は、２年終了時点において次の３条件を満たす者のみとします。 
（3 年次編入生についてはこの限りではありません） 
 ①累積 GPA が原則 2.70 以上であること   
 ②原則 76 単位以上を修得済みであること   
 ③公認心理師必修科目 25 科目のうち、原則 10 科目以上を修得済みであること  
エントリー後、選考を行い、最大 15 名まで履修を認めます。 
なお、実習の開始前に心理実習履修料 9,000 円と実習委託費、交通費などの諸経費を納める
必要があります。 

17.授業の目的と概要 

保健医療，福祉，教 育，司法・犯罪，産業・労働の５つの分野の施設において、見学等に
よる実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は教員による指導を受ける。（ただし，経
過措置として当分の間は、医療機関での実習を必須とし、医療機関以外の施設での実習につ
いては適宜行う。） 
実習は、3 年秋学期から 4 年学期にかけて、80 時間（事前学習、事後学習含む）の見学実習
が中心となる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標①心理に関する支援を要する者へのチー ムアプローチについて説明できる 
学習目標②多職種連携及び地域連携について説明できる 
学習目標③公認心理師としての職業倫理及び法的義務について説明できる 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 
21.成績評価  

22.コメント 実習に取り組みにあたって、ふさわしい身なりと態度が求められます。 
実習生として適格を欠く場合には、実習参加の取り止めとなることもあります。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜日・4 限(山本喜晴)、金曜日昼休み（松井幸太） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス  
第 2-3 回 公認心理師とし ての職業倫理及び法的義務への理解  

第 4 回 
関⻄国際大学大学院人間行動学研究科附属心理臨床セ
ンターにおける実習  

第 5-9 回 医療分野：病院（精神科）での実習  
第 10-14 回 司法・犯罪分野：少年鑑別所での実習  
第 15-24 回 教育分野：公立フリースクールでの実習  
第 25-44 回 福祉分野：児童養護施設、社会福祉施設での実習  
第 45 回 ふりかえり  
   
   
   
   



   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
Y51 

2.科目名 ICT リテラシー （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュリテ
ィ」や「情報モラル」に関する知識と、その知識を活かすことができる正しい態度を?につ
けます。 
 この科?での学びで修得した知識とスキルを活?することにより、今後の?学?活の中で、課
題・問題が発?した場合でも、ICT ツールやネットワークを活?した解決?法が考えられるよ
うになり、?常的に効果的・効率的な学習を?うことができるようになります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成でき 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・⽵村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新



処理しておくこと） 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 
大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 
ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 ポスター発表②  



学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP104-
A51 

2.科目名 ICT 活用 A （データサイエンス実践基礎） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
この授業では、ノートパソコンを利用した演習を中心に進める関係で、受講人数を 30 名に
制限する。 
履修登録者が制限人数を超えた場合、初回授業の出席者を優先する。 

17.授業の目的と概要 

 この授業では、Python（無償）というプログラム（※）を作るためのソフトウェアを各自
のパソコンにセットアップした上で、その基本的な使い方を習熟するとともに、実際のデー
タを用いた分析の基礎、データ可視化の基本技法などを講義・演習を行うことを目的とす
る。この授業はプログラミング初学者を対象とするため、基本的な内容に絞り、演習時間を
多く設ける。 
 2020 年度から、プログラミング教育が小学校での必修化が始まった。Python はシンプル
ながら汎用性が高く、データ分析や機械学習、AI を始めとする多くの分野で使われている最
も人気のあるプログラミング言語である。 
 ※ プログラムとは、コンピュータに実行してもらう作業の順番を記述した指示書のこと
である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①Python プログラミングの必要性を理解する。 
②自分のパソコンに Python のプログラミング環境を構築する。 
③小さなプログラムの作成を通して Python の基本的な構文を理解する。 
④実際のデータを用いたやや実践的な Python プログラムをコーティングできる。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 
Marketing Python マーケティング・パイソン AI 時代マーケターの独習プログラミング入
門（できるビジネス）、高田朋貴他著、インプレス、 ISBN9784295008613 

21.成績評価 
小課題：20 点 
中間課題：30 点 
最終課題：50 点 

22.コメント すべての回で、個人所有の PC を利用する。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

パート１．Python の基本を押さえよう 
第 1 回 この科目の目的と概要の説明、プログラミ
ング言語の種類と使い方の紹介 
第 2 回 Python で何ができるのか？ 
第 3 回 プログラミング環境の準備をしよう 
第 4 回 Python の基本 
第 5 回 小課題に取り組み、授業時間中の完成を目
指す 
パート２．Python で身近な作業の自動化に挑戦 
第 6 回 Python で日常の業務を自動化しよう 
第 7 回 フォルダー内を自動的に整理する 

第 5 回、第 9 回、第 15 回は、それまでの学
習した内容に応じた課題に取り組んでもら
い、授業時間中に提出を求める。 



第 8 回 Excel のルーチンワークを自動化する 
第 9 回 中間課題に取り組み、授業時 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP104-
Y51 

2.科目名 ICT 活用 A （データサイエンス実践基礎） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 
DS 教育プログラム科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学（神⼾山手 C） 9.履修学年 ２年秋 

10.取得資格の要件 
数理・DS・AI 教育プログ
ラム 
選択(4.オプション)科目 

11.先修条件 
「データサイエンス」「基礎統計学 A」を
を受講していることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野として浮上しており、今後のビ
ッグデータ社会において，欠かせない基礎的素養となる。この科目はデータサイエンス実践
の基礎として，Python プログラミングの基礎を修得とともに、Python によるデータ分析の
基本を身につけることを目的とする。 
概要： 
この 10 年間、様々な分野の分析業務において、スプレッドシート（Excel など）の使用は
Ｒや Python などコードスクリプトに取って代わられている。ビジネスアナリストにおいて
も、データサイエンスや機械学習などによる自動化手法が広げている。その要所は R や
Python スクリプトの習得にある。本科目は、Python プログラムを実行する環境の構築、
Python プログラミング基本技法を習得した後、応用として Pyhton による実のビジネスデー
タを分析する基礎を学習する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．コンピュータを用いたデータ分析ツール、環境構築の基礎を理解している。 
２．Python プログラミングの基礎と基本技法を習熟している。 
３．実データ・実課題の演習を通して、データ分析の基礎を理解している。 
４．社会での実例を使ったデータ分析及びデータ可視化の基本技法が分かる。 
５．コンピュータを用いた分析の特徴の概要を説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力 (5)コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 
教科書：『データサイエンス入門 (Python によるビジネスデータサイエンス 1) 単行本』
（笹嶋 宗彦 (編集)） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 参考書：必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

課題やレポート(50%)、授業内小テスト(20%)、リグレクションシート(30%) 
課題やレポートは、授業関連内容の調査、考察【学習?標①②③④⑤に対応】 
授業内小テストは、2 回 X10＝20 点 【学習?標①②③④⑤に対応】 
リグレクションシート：5 回 X6＝30 点 【学習?標①②③④⑤に対応】 

22.コメント 
講義では、ほぼ毎回でノート PC を利?しますので，授業前?にきちんと動作確認とバッテリ
ーの充電をしてくることをおすすめします。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
第 1 回 受講ガイダンス 
・シラバス説明・授業の進め方 

本講義では PC を利用する。 



・コンピュータを用いたデータ分析ツールの基礎 
・BYOD のシステム環境確認（次回からＰＣ必携） 

 

第２回 データ分析のためのプログラミング環境の構
築 
・Anaconda による環境構築：ウンロード 
・Anaconda のインストール 
・プログラミング環境の動作確認 

配布資料 
課題① 

 

第３回 Python プログラミングとデータ分析基礎
（１） 
・文法の基本 
・変数・四則演算・式・関数 
・オブジェクトの種類と操作・演算 
・実践的プログラミング演習 

トピック動画 
配付資料 
リグレクションシート① 

 

第４回 Python プログラミングとデータ分析基礎
（２） 
・真偽の判定（比較演算子・論理演算子） 
・パッケージのインストール・読み込み 
・データセットを使ったプログラミング演習 

トピック動画 
配付資料 
課題② 

 

第５回 データを扱うの基本（１） 
・データの集計（和、平均） 
・表形式のデータ（csv）の扱い 
・データの読み込みと分析演習 

トピック動画 
配付資料 
リグレクションシート② 

 

第６回 データを扱うの基本（２） 
・データの並び替え、ランキング 
・表形式のデータ（csv）の扱い 
・データの読み込みと分析演習 

トピック動画 
配付資料 
課題③ 

 

第７回 データを読むとデータ可視化の基本技法
（１） 
・プログラミングによるデータ分析（ヒストグラム・
箱ひげ図） 
・プログラミングによるデータ分析（平均と分散） 
・気象庁データを用いたグラフ作成演習 

配付資料 
小テスト① 
 

 

第８回 データを読むとデータ可視化の基本技法
（２） 
・変数間の関係を調べる 
・プログラミングによるデータ分析（散布図と相関係
数） 
・プログラミングによるデータ分析（回帰直線） 
・実データを用いた演習 

配付資料 
小テスト 
 

 

第９回 実データを用いた分析（１） 
・オープンデータの入手（e-Stat） 
・csv ファイルの扱い 
・「コメ離れ分析」演習 

トピック動画 
配付資料 
課題④ 

 

第１０回 実データを用いた分析（２） 
・線形単回帰の概要 
・線形回帰による予測 
・Python による回帰 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 



 

第１１回 時系列データ分析 
・時系列データとは 
・移動平均 
・時系列の季節調整 

トピック動画 
配付資料 
課題⑤ 

 
第１２回 時系列データ分析課題 
・時系列データ分析課題の要求 
・時系列データ分析の取り組み 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第１３回 より高度な分析 
・クラスタリングとは 
・k-means アルゴリズム 
・k-means によるクラスタリング分析演習 

配付資料 
課題⑥ 
 

 
第１４回 総合課題 
 

配付資料 
参照リンク 
リフレクションシート 
 

 第１５回 総括および最終レポート 
小テスト② 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP105-
Y51 

2.科目名 情報ネットワーク演習 （留） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 
基礎科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部社会学科 
 9.履修学年 1 年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：アカデミックライフを豊かにする ICT とネットワーク環境について理解し、自身の学
習に効率よく活用できるようになる。 
テーマ：社会の諸問題の解決のためのクリティカルシンキング力を育成するために、情報ネ
ットワークの仕組みを学び、情報コミュニケーションについて理解を深め、活用力を修得す
る 
概要： 
先ずは、皆さんのアカデミックライフを支える身近な学内の情報ネットワークの仕組みにつ
いて学ぶことから始めます。それから、社会の営みの中で情報ネットワークがどのような役
割を担っているのかについて学びます。 
情報社会の有効性と問題点を認識し、主体的に判断して行動できる未来社会に貢献できる人
財育成の基礎となる授業です。これまでに人類が培ってきた情報ネットワーク技術の仕組み
と社会におけるその役割を正しく理解していくことをめざします。最先端の情報ネットワー
ク技術を倫理的且つ適切に活用して、未来社会が豊かになるように問題解決にむけた基礎能
力を習得していきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
1. コンピュータネットワークの種類や構成方式の基本知識を説明できる 
2. データ通信と制御の仕組みに関する基本知識について説明できる 
3. BYOD で展開する ICT 学習環境全般（LAN とインターネットの構成、大学の情報
ネットワーク環境等）について説明できる 
4. ネットワークを介したファイル交換、設定、利用方法などの基本スキルを場面に
応じて適切に実行することができる（ユーザー視点） 
5. クラウドを含めた情報ネットワーク技術に関する基本的な設定方法や 

19.教科書・教材 

『本当にやさしく学びたい人の! 絵解き ネットワーク超入門』増田若奈，技術評論社，
2019 年 
『クラウド活用テクニック 150 2020 年最新版』河本 亮，スタンダーズ株式会社，2020
年 

20.参考文献 授業中に適宜資料を配付する。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま
す。 
（1） 学習ふりかえりシートの提出×15 回 （?標１・2・3 に対応） 40% 
 →ふりかえりシートの提出は WebClass 上で実施します。 
 →ふりかえりシートは全項目に回答したもののみ提出と見なします。 
 →提出期限は、原則授業中です。各回の授業の最後の方で指?します。 
（2）協働による学びと成⻑の促進のためクラスメイトの学びの成果にも関心を示し、思い
やりとサポートを実践していきましょう。演習課題への相互コメント （ 

22.コメント ・各回の授業で提?される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄



に記載しています。（個?差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定して
います。 

23.オフィスアワー 
月曜日昼休み 学習支援センター（1 号館２F）  
（別途：メール予約で受付） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション：ライフロングラーニングの観点
から見た、本授業のカリキュラムにおける位置づけ、
本授業の概要、到達目標、評価基準、授業の進め方等 

ふりかえりシートの提出 

第 2 回 

【学内のネットワーク】 
アカデミックな学びを支える情報ネットワークについ
て： 
自分の PC を学内のネットワークにつながっているこ
とを確認 

学内ネットワークについて確認していること
をポンチ絵で描いて提出 
◆ふりかえりシートの提出 
 

第 3 回 

【学内のネットワークを活用する】 
学内ネットワークで使える様々な学習支援サービス
（ユニバーサル・パスポート、WebClass、Microsoft 
365、Teams、学内ファイル共有サービスなど） に
ついて確認 

学内ネットワークについて確認していること
をポンチ絵で描いて提出 
◆ふりかえりシートの提出 
 

第 4 回 
【コンピュータネットワークについて】：データ通信
と制御の仕組み ◆ふりかえりシートの提出 

第 5 回 【コンピュータネットワークについて】：プロトコル
（TCP/IP） 

◆ふりかえりシートの提出 

第 6 回 【クラウドコンピューティング】（１）ネットワーク
を介したファイル共有、設定、利用方法 

◆ふりかえりシートの提出 

第 7 回 
【クラウドコンピューティング】（２）ネットワーク
を介したアプリケーション・ファイル共有、設定、利
用方法 

◆ふりかえりシートの提出 

第 8 回 
【クラウドコンピューティング】（３）ネットワーク
を介したリッチメディアファイル編集、共有設定、利
用方法 （Google Collaboratory など） 

◆ふりかえりシートの提出 

第 9 回 
【クラウドコンピューティング】（４）まとめと演習
課題の説明、ビジュアルオーガナイザーツールについ
て 

◆ふりかえりシートの提出 

第 10 回 

演習：本演習（第 10〜14 回）では、ビジュアル・オ
ーガナイザー（シンキングツール）を使って情報を検
索・収集・整理・分析し、表現・伝達・発信等の情報
ネットワーク技術を習得しながら、総合的な情報ネッ
トワークのスキルレベルを上げる。 
演習課題１ 課題設定、チームビルディング、問題発
見・問題解決思考の枠組みを使って目標設定（近未来
のクラウド活用型学習支援環境をデザインする）をお
こなう。  
 

◆ふりかえりシートの提出 

第 11 回 
演習課題２ ブレインストーミングによる多様な解決
策を創造する。 

◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上
の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 12 回 演習課題３ 倫理的視点から有効性と問題点を合理的 ◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上



に判断し、最適解を導き出す。 の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 13 回 演習課題４ 解決策の取りまとめと発表準備 
◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上
の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 14 回 演習課題成果報告（プレゼンテーション）／ピアレビ
ュー 

◆発表スライド提出 
◆発表動画（ピッチ形式）提出 
◆ふりかえりシートの提出 

第 15 回 
学びの振り返り、自己評価、ポートフォリオ記述 ／ 
総評 

◆ふりかえりシート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP106-
Y51 

2.科目名 データベース基礎 （1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分 

教員の免許状取得のた
めの 
必修科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部データサイエンス専攻 
 9.履修学年 1 年生 

10.取得資格の要件 教員の免許状取得のための 
必修科目 

11.先修条件 情報リテラシー 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業のテーマ及び概要 
テーマ： 
現代社会の様々な問題解決に向けて、その判断基準の根拠となる信憑性のある情報データを
格納するためのデータベースの設計ができる技能を身に着ける 
さらに、問題解決の過程で、データベースのデータから導き出される法則性・ルール・傾向
等を、統計的なアプローチを使って、モデルを構築できる 
授業の概要 
現代社会には様々な情報価値が存在します。また、社会には常に既存の社会データ・価値か
ら何らかの新たな価値を生み出そうとする「流れ」があります。データベースを使うと、既
存の社会の情報価値を可視化し、未来予測し、新たな価値について知ることができるように
なります。本授業では、社会の様々な問題解決のためのツールとして、データベースを活用
することを修得します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習到達?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
到達目標： 
1. データベースの目的、データベースモデルの基礎知識について説明できる（知識
理解） 
2. データベースの設計及びデータベース管理の基本知識について説明できる（知識
理解） 
3. データ操作における SQL の基本作業（挿入、削除、参照、関係演算など）の基本
作業を実行できる（操作スキル） 
4. DBMS ツール (データベース管理システム)を用いて、解決すべき問題や課題の領
域に合わせて、実分野のデータベース構築を行うことができる（PBL 形式の 

19.教科書・教材 
テキスト 
『SQL 第 2 版 ゼロからはじめるデータベース操作 (プログラミング学習シリーズ)』ミック
著，翔泳社，2016 年 

20.参考文献 

参考書・参考資料等 
・実践 Python によるデータベース入門 - MySQL，MongoDB，CouchDB の基本操作から
アプリプログラミングまで - (Japanese) Tankobon Hardcover ? August 9, 2020. コロナ社. 
・Python データベースプログラミング入門. 日向俊二著. 2019.カットシステム.  
?授業中、適宜資料を、WebClass を通して電子配付する。 
 

21.成績評価 点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま



す。 
（1） 知識テスト×4 回 （学習?標１・2 に対応） 40% 
 →各テストは WebClass の画面上で実施します。 
 →各テストは「満点」で合格です。（何度でもチャレンジできます） 
 →実施時期は、授業の中で指?します。 
（2）総括テストに相当する演習課題（60％） 
→演習課題への相互コメント （学習?標 3・4 に対応）10% 
→演習課題（発表・振り返り）（学習?標 3・4 に対応）50% 
＊定期試験はおこなわず、平常点で 

22.コメント 
・各回の授業で提?される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄
に記載しています。（個?差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定して
います。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 V 時限目  （山手 C・1 号館４０５−１号室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

第１回：オリエンテーション（ライフロングラーニン
グから見た、本授業のカリキュラムにおける位置づ
け、本授業の概要、到達目標、評価基準、授業の進め
方等）、クリティカルシンキング力や PBL 学習でデー
タベースをツールとして使うという考え方、授業の趣
旨説明・進め方について説明する 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 2 回 

第２回：エクセルからデータベースへ。「データベー
ス」という考え方・データベースの種類。情報価値の
データ化・データ構造・データの型。主キーの概念。
学習環境の構築をおこなう（データベースをインスト
ールする）。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 3 回 

第３回：データベースのデータを操作する（テーブル
作成、データ型設定、挿入、削除、参照など）、アル
ゴリズム（ソート）。データベース演習 I（基本操作
編）をおこなう。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 4 回 
第４回：実際にデータベースを使って、データの探索
（配列とデータの探索）。データベース演習 II（デー
タ検索操作編）をおこなう。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 5 回 
第５回：第 4 回に引き続き、データの探索（ハッシ
ュを使った探索）について学んでいく。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま



す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 6 回 
第６回：データの可視化について学ぶ。特に、グラフ
構造（グラフの基礎、グラフを表現するデータ構造）
について実習形式で学びを深める。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 7 回 
第７回：問題を解くための技術（プログラミング基
本）クリティカルシンキングのツールとしてデータベ
ースを活用する方法について学ぶ。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 8 回 
第８回：問題を解くための技術（プログラミング応
用､Python）、実際に身近な問題をデータベースを使
って、クリティカルシンキングしてみる。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 9 回 
第９回：現代社会を支えるアルゴリズム（ハッシュ関
数・公開鍵暗号基盤・データ圧縮の技術など）につい
て例を参照しながら、学ぶ。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 10 回 

第１０回： PBL 形式による演習 I（チームビルディ
ング、ブレインストーミング（日常の問題・課題の定
義・クリティカルシンキング）、ディスカッション
（問題解決に向けて必要となるデータ情報の洗い出
し・データベース設計）をおこなう。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 11 回 
第１１回： PBL 演習 II（データベース設計・作
成） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま



第１０回： PBL 形式による演習 I に引き続き、日常
の問題・課題の定義・クリティカルシンキング、問題
解決に向けて必要となるデータ情報の洗い出しからデ
ータベース設計を完成させる。 

す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 12 回 
第１２回： PBL 形式による演習  III（データ収集、
データベースへの入力）、問題解決に向けてのモデル
構築 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 13 回 
第１３回：PBL 形式による演習 IV（問題解決に向け
てのモデル構築、分析結果の可視化） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 14 回 
第１４回：PBL 形式による演習  V（最終プレゼンに
向けての資料作成作業） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 

第 15 回 

第１５回：最終プレゼン・まとめ・学びのふりかえり
シート作成・総評・その先へ（これからの学び） 
＊定期試験はおこなわず、平常点で評価をおこないま
す 
 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に
WebClass の指示に従い提出すること 
・WebClass の理解度確認テストで理解度を
確認すること 
◆発表スライド提出 
◆ふりかえりシート提出 
その他の提出物は授業内で指示します 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP106-
Y52 

2.科目名 データベース基礎 （2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分 
教員の免許状取得のた
めの 
必修科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学部データサイエンス専攻 9.履修学年 1 年生 

10.取得資格の要件 
教員の免許状取得のための 
必修科目 11.先修条件 情報リテラシー 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業のテーマ及び概要 
テーマ： 
現代社会の様々な問題解決に向けて、その判断基準の根拠となる信憑性のある情報データを
格納するためのデータベースの設計ができる技能を身に着ける 
さらに、問題解決の過程で、データベースのデータから導き出される法則性・ルール・傾向
等を、統計的なアプローチを使って、モデルを構築できる 
授業の概要 
現代社会には様々な情報価値が存在します。また、社会には常に既存の社会データ・価値か
ら何らかの新たな価値を生み出そうとする「流れ」があります。データベースを使うと、既
存の社会の情報価値を可視化し、未来予測し、新たな価値について知ることができるように
なります。本授業では、社会の様々な問題解決のためのツールとして、データベースを活用
することを修得します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習到達?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
到達目標： 
1. データベースの目的、データベースモデルの基礎知識について説明できる（知識理解） 
2. データベースの設計及びデータベース管理の基本知識について説明できる（知識理解） 
3. データ操作における SQL の基本作業（挿入、削除、参照、関係演算など）の基本作業を
実行できる（操作スキル） 
4. DBMS ツール (データベース管理システム)を用いて、解決すべき問題や課題の領域に合
わせて、実分野のデータベース構築を行うことができる（PBL への実 

19.教科書・教材 

テキスト 
SQL 第 2 版 ゼロからはじめるデータベース操作 (プログラミング学習シリーズ) 
(Japanese) 
Tankobon Softcover ? June 17, 2016 by ミック  (著) 

20.参考文献 

参考書・参考資料等 
・実践 Python によるデータベース入門 - MySQL，MongoDB，CouchDB の基本操作から
アプリプログラミングまで - (Japanese) Tankobon Hardcover ? August 9, 2020. コロナ社. 
・Python データベースプログラミング入門. 日向俊二著. 2019.カットシステム. 
?授業中、適宜資料を、LMS を通して電子配付する。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま
す。 
（1） 知識テスト×4 回 （学習?標１・2 に対応） 40% 
 →各テストは WebClass の画面上で実施します。 
 →各テストは「満点」で合格です。（何度でもチャレンジできます） 
 →実施時期は、授業の中で指?します。 



（2）総括テストに相当する演習課題（60％） 
→演習課題への相互コメント （学習?標 3・4 に対応）10% 
→演習課題（発表・振り返り）（学習?標 3・4 に対応）50% 
＊定期試験はおこなわず、平常点で 

22.コメント 
・各回の授業で提?される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄
に記載しています。（個?差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定して
います。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 V 時限目  （山手 C・1 号館４０５−１号室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

第１回：オリエンテーション（ライフロングラーニン
グから見た、本授業のカリキュラムにおける位置づ
け、本授業の概要、到達目標、評価基準、授業の進め
方等）、PBL 学習でデータベースをツールとして使う
こと、授業の趣旨説明・進め方。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第２回 

第２回：エクセルからデータベースへ。「データベー
ス」という考え方・データベースの種類。情報価値の
データ化・データ構造・データの型。主キーの概念。
学習環境の構築（データベースをインストール）。 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第３回 

第３回：データベースのデータを操作する（テーブル
作成、データ型設定、挿入、削除、参照など）、アル
ゴリズム（ソート）。データベース演習 I（基本操作
編） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第４回 
第４回：データの探索（配列とデータの探索）。デー
タベース演習 II（データ検索操作編） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第５回 第５回：データの探索（ハッシュを使った探索） 
・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 



・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第６回 
第６回：グラフ構造（グラフの基礎、グラフを表現す
るデータ構造） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第７回 第７回：問題を解くための技術（プログラミング基
本） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第８回 
第８回：問題を解くための技術（プログラミング応
用､Python） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第９回 
第９回：現代社会を支えるアルゴリズムについて（ハ
ッシュ関数・公開鍵暗号基盤・データ圧縮の技術な
ど） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第１０回 

第１０回： PBL 演習 I（チームビルディング、ブレ
インストーミング（日常の問題・課題の定義・問題解
決に向けて必要となるデータ情報の洗い出し・データ
ベース設計） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 



・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第１１回 第１１回： PBL 演習 II（データベース設計・作成） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第１２回 
第１２回： PBL 演習 III（データ収集、データベース
への入力）、問題解決に向けてのモデル構築 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第１３回 第１３回：PBL 演習 IV（問題解決に向けてのモデル
構築、分析結果の可視化） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第１４回 
１４回：PBL 演習 V（最終プレゼンに向けての資料
作成作業） 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること  
 

第１５回 

第１５回：最終プレゼン・まとめ・学びのふりかえり
シート作成・総評・その先へ（これからの学び） 
＊定期試験はおこなわず、平常点で評価をおこないま
す 
 

・（授業前・授業中） 
授業では PC を使い、演習形式でおこないま
す。PC 持参で受講して下さい。 
・（授業中・授業後） 
授業で課す課題に取り組み、授業後に LMS
の指示に従い提出すること 
・LMS の理解度確認テストで理解度を確認
すること 
◆発表スライド提出 



◆ふりかえりシート提出 
その他の提出物は授業内で指示します  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP107-
Y51 

2.科目名 画像処理演習 （1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 

教職「高一種（情報）」
教科および教科の指導
法に関する科目 
「ウェブデザイン実務
士」「上級情報処理士」
資格関連科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年秋 

10.取得資格の要件 

「ウェブデザイン実務士」
「上級情報処理士」の資格
関連科目 
 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修者数は PC 教室台数に依存する 

17.授業の目的と概要 

目的： 
写真の加工，修正のほか，印刷物の制作や Web デザイン，チラシやポスター作成，映像等
のコンテンツ制作など，さまざまなクリエイティブな場面では画像加工の技術は広く活用さ
れている。この科目は画像編集アプリケーションソフトの実技演習を通して，今後の仕事の
基礎となる画像加工の基本技能を身につける。 
概要： 
はじめて触る人でも，画像編集ソフトの画面の名称やよく使う機能の基本操作から始め，サ
ンプルファイルを使用して，カラーや色調補正，画像の修正と変形，選択して編集，レイヤ
ーの編集と活用，文字の書き込み，写真の合成など，デザインの現場で使用することを前提
に，共通してよく使う機能の操作方法を学ぶ。前半はチュートリアル編で基本操作をしっか
りマスターし，後半はリファレンス編でさらなる詳細な編集方法を学ぶ。各回のサンプル問
題の演習を通して編集操作を確認しながら，学習を進めていく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．画像の基礎概念，基本種類について理解し，説明できる。 
２．画像処理ソフトの基本機能および基本操作について理解している。 
３．写真の編集，写真の修正・加工，文字扱いなどに関する基本的技法についてわかる。 
４．Web デザイン用，ロゴ・チラシ・ポストカード作成など目的に合った画像に仕上げるス
キルが習得している。 
５．レイヤー編集と活用，パスの利用などより高度な編集スキルについて理解し，作品制作
などの総合的な運用ができる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（5）コミュニケーション技能（6）専?的知識・技能の 

19.教科書・教材 

 
『できるクリエイター GIMP 2.10 独習ナビ 改訂版 Windows&macOS 対応 (できるクリ
エイターシリーズ) 単行本』(インプレス社） 
 

20.参考文献 『すぐに作れる ずっと使える GIMP のすべてが身につく本』(技術評論社） 

21.成績評価 
 
毎回の演習問題： 13 回 X4＝52 点 【学習?標①〜④に対応】 
リフレクションシート：13 回 X2＝26 点 【学習?標①〜④に対応】 



期末作品課題： 22 点 【学習?標⑤に対応】 
 

22.コメント 
この授業では，原則として CAI 教室の PC および専用アプリケーションを利?しますので，
履修人数が教室の容量に拘束される場合がある。 

23.オフィスアワー センタオフィスアワー 金曜 2 限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 水曜昼休み（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 画像編集ソフトという道具を知る 
1-1 画像編集ソフトウェアの画面構成 
1-2 ツールボックスの利用 
1-3 デジタル画像のしくみ 
1-4 カンバスサイズの変更，画像解像度 
1-5 画像を指定した形式で保存 
 

 

 

第 2 回 画像をきれいに補正する 
2-1 風景を鮮やかにする 
2-2 人物をきれいに見せる 
2-3 食べ物をおいしそうに見せる  
 

演習物の提出① 
リフレクションシート① 
 

 

第 3 回 Web 用ヘッダー画像を作成する 
3-1 画像の土台を作る 
3-2 画像の分割と着色 
3-3 グラデーションで色と明るさに変化 
3-4 素材の切り取りと画像の合成 
 

演習物の提出② 
リフレクションシート② 
 

 

第 4 回 ロゴを作成する 
4-1 正円を描く 
4-2 複数の円を着色する 
4-3 テキストを入力する 
4-4 イラスト文字を入力する 
 

演習物の提出③ 
リフレクションシート③ 
 

 

第 5 回 チラシを作成する 
5-1 背景写真を貼り付ける 
5-2 写真を修飾する 
5-3 タイトルを追加する 
5-4 テキストを追加して装飾する 
 

演習物の提出④ 
リフレクションシート④ 
 

 

第 6 回 ポストカードを作成する 
6-1 二つの画像を合成する 
6-2 画像の質感を変化させる 
6-3 ハガキ印刷の画像を作る  
6-4 貼り付けた画像を調整する 
 

演習物の提出⑤ 
リフレクションシート⑤ 
 

 

第 7 回 画像の色と明るさを調整する 
7-1 色編集の基本用語を知る 
7-2 自動補正の活用 
7-3 色レベルを調整する 

演習物の提出⑥ 
リフレクションシート⑥ 
 



7-4 トーンカーブを調整する 
7-5 カラーバランスや色合い・明るさ・彩度の調整  
7-6 露出・白⿊・ネガポジや色温度を編集する 
 

 

第 8 回 画像を修正する 
8-1 特定の被写体を増やすや消す 
8-2 輪郭をぼかす・シャープにする 
8-3 部分的に明るく・暗く・にじませる 
8-4 フィルターの効果 
 

演習物の提出⑦ 
リフレクションシート⑦ 
 

 

第 9 回 画像を変形させる 
9-1 変形ツールを知る 
9-2 画像のトリミング・拡大・縮小 
9-3 画像の遠近感・斜めにする 
9-4 画像を回転・反転させる 
9-5 画像の特定の箇所を変形 
 

演習物の提出⑧ 
リフレクションシート⑧ 
 

 

第 10 回 画像を選択して編集する 
10-1 選択ツールについて知る 
10-2 選択範囲と調整 
10-3 選択範囲のぼかす・縁取・切り取る 
10-4 フリーハンドで曲線や直線で選択 
10-5 輪郭の操作 
10-6 チャンネルの使用 
10-7 選択範囲の保存など 

演習物の提出⑨ 
リフレクションシート⑨ 
 

 

第 11 回 レイヤーを編集する 
11-1 レイヤーとは 
11-2 レイヤーの追加・コピー・削除 
11-3 レイヤーの表示・重なり順・統合 
11-4 レイヤーの不透明度・可視部分 
11-5 レイヤーグループの追加・編集 
11-6 レイヤーグループの統合 
 

演習物の提出⑩ 
リフレクションシート⑩ 
 

 

第 12 回 レイヤーを活用する 
12-1 フローティングレイヤーとは 
12-2 フローティングレイヤーの操作 
12-3 レイヤーマスクと関連操作 
12-4 レイヤーマスクの編集と適用 
12-5 レイヤーマスクの解除 
 

演習物の提出⑪ 
リフレクションシート⑪ 
 

 

第 13 回 文字を書き込む 
13-1 テキストツールオプションの見方 
13-2 テキストボックスの作成 
13-3 文字の色とフォント 
13-4 テキスト位置と行間距離 
13-5 テキストを画像データにする 
 

演習物の提出⑫ 
リフレクションシート⑫ 
 

 第 14 回 パスを利用する 演習物の提出⑬ 



14-1 パスで直線・曲線を描く 
14-2 パスの調整と連結 
14-3 パスの追加・削除・移動 
14-4 パスと選択範囲の変換 
14-5 パスに沿った描画 
14-6 文字テキストとパス変換 
 

リフレクションシート⑬ 
 

 

第 15 回 学習振り返りと期末作成 
15-1 学習振り返り 
15-2 期末作品の要求 
15-3 期末作品の作成と提出について 
 

期末作品（■作成・提出） 
ルーブリックによる評価 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP107-
Y52 

2.科目名 画像処理演習 （2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 

教職「高一種（情報）」
教科および教科の指導
法に関する科目 
「ウェブデザイン実務
士」「上級情報処理士」
資格関連科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年秋 

10.取得資格の要件 

「ウェブデザイン実務士」
「上級情報処理士」の資格
関連科目 
 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修者数は PC 教室台数に依存する 

17.授業の目的と概要 

目的： 
写真の加工，修正のほか，印刷物の制作や Web デザイン，チラシやポスター作成，映像等
のコンテンツ制作など，さまざまなクリエイティブな場面では画像加工の技術は広く活用さ
れている。この科目は画像編集アプリケーションソフトの実技演習を通して，今後の仕事の
基礎となる画像加工の基本技能を身につける。 
概要： 
はじめて触る人でも，画像編集ソフトの画面の名称やよく使う機能の基本操作から始め，サ
ンプルファイルを使用して，カラーや色調補正，画像の修正と変形，選択して編集，レイヤ
ーの編集と活用，文字の書き込み，写真の合成など，デザインの現場で使用することを前提
に，共通してよく使う機能の操作方法を学ぶ。前半はチュートリアル編で基本操作をしっか
りマスターし，後半はリファレンス編でさらなる詳細な編集方法を学ぶ。各回のサンプル問
題の演習を通して編集操作を確認しながら，学習を進めていく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．画像の基礎概念，基本種類について理解し，説明できる。 
２．画像処理ソフトの基本機能および基本操作について理解している。 
３．写真の編集，写真の修正・加工，文字扱いなどに関する基本的技法についてわかる。 
４．Web デザイン用，ロゴ・チラシ・ポストカード作成など目的に合った画像に仕上げるス
キルが習得している。 
５．レイヤー編集と活用，パスの利用などより高度な編集スキルについて理解し，作品制作
などの総合的な運用ができる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（5）コミュニケーション技能（6）専?的知識・技能の 

19.教科書・教材 

 
『できるクリエイター GIMP 2.10 独習ナビ 改訂版 Windows&macOS 対応 (できるクリ
エイターシリーズ) 単行本』(インプレス社） 
 

20.参考文献 『すぐに作れる ずっと使える GIMP のすべてが身につく本』(技術評論社） 

21.成績評価 
 
毎回の演習問題： 13 回 X4＝52 点 【学習?標①〜④に対応】 
リフレクションシート：13 回 X2＝26 点 【学習?標①〜④に対応】 



期末作品課題： 22 点 【学習?標⑤に対応】 
 

22.コメント 
この授業では，原則として CAI 教室の PC および専用アプリケーションを利?しますので，
履修人数が教室の容量に拘束される場合がある。 

23.オフィスアワー センタオフィスアワー 金曜 2 限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 水曜昼休み（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 画像編集ソフトという道具を知る 
1-1 画像編集ソフトウェアの画面構成 
1-2 ツールボックスの利用 
1-3 デジタル画像のしくみ 
1-4 カンバスサイズの変更，画像解像度 
1-5 画像を指定した形式で保存 
 

 

 

第 2 回 画像をきれいに補正する 
2-1 風景を鮮やかにする 
2-2 人物をきれいに見せる 
2-3 食べ物をおいしそうに見せる  
 

演習物の提出① 
リフレクションシート① 
 

 

第 3 回 Web 用ヘッダー画像を作成する 
3-1 画像の土台を作る 
3-2 画像の分割と着色 
3-3 グラデーションで色と明るさに変化 
3-4 素材の切り取りと画像の合成 
 

演習物の提出② 
リフレクションシート② 
 

 

第 4 回 ロゴを作成する 
4-1 正円を描く 
4-2 複数の円を着色する 
4-3 テキストを入力する 
4-4 イラスト文字を入力する 
 

演習物の提出③ 
リフレクションシート③ 
 

 

第 5 回 チラシを作成する 
5-1 背景写真を貼り付ける 
5-2 写真を修飾する 
5-3 タイトルを追加する 
5-4 テキストを追加して装飾する 
 

演習物の提出④ 
リフレクションシート④ 
 

 

第 6 回 ポストカードを作成する 
6-1 二つの画像を合成する 
6-2 画像の質感を変化させる 
6-3 ハガキ印刷の画像を作る  
6-4 貼り付けた画像を調整する 
 

演習物の提出⑤ 
リフレクションシート⑤ 
 

 

第 7 回 画像の色と明るさを調整する 
7-1 色編集の基本用語を知る 
7-2 自動補正の活用 
7-3 色レベルを調整する 

演習物の提出⑥ 
リフレクションシート⑥ 
 



7-4 トーンカーブを調整する 
7-5 カラーバランスや色合い・明るさ・彩度の調整  
7-6 露出・白⿊・ネガポジや色温度を編集する 
 

 

第 8 回 画像を修正する 
8-1 特定の被写体を増やすや消す 
8-2 輪郭をぼかす・シャープにする 
8-3 部分的に明るく・暗く・にじませる 
8-4 フィルターの効果 
 

演習物の提出⑦ 
リフレクションシート⑦ 
 

 

第 9 回 画像を変形させる 
9-1 変形ツールを知る 
9-2 画像のトリミング・拡大・縮小 
9-3 画像の遠近感・斜めにする 
9-4 画像を回転・反転させる 
9-5 画像の特定の箇所を変形 
 

演習物の提出⑧ 
リフレクションシート⑧ 
 

 

第 10 回 画像を選択して編集する 
10-1 選択ツールについて知る 
10-2 選択範囲と調整 
10-3 選択範囲のぼかす・縁取・切り取る 
10-4 フリーハンドで曲線や直線で選択 
10-5 輪郭の操作 
10-6 チャンネルの使用 
10-7 選択範囲の保存など 

演習物の提出⑨ 
リフレクションシート⑨ 
 

 

第 11 回 レイヤーを編集する 
11-1 レイヤーとは 
11-2 レイヤーの追加・コピー・削除 
11-3 レイヤーの表示・重なり順・統合 
11-4 レイヤーの不透明度・可視部分 
11-5 レイヤーグループの追加・編集 
11-6 レイヤーグループの統合 
 

演習物の提出⑩ 
リフレクションシート⑩ 
 

 

第 12 回 レイヤーを活用する 
12-1 フローティングレイヤーとは 
12-2 フローティングレイヤーの操作 
12-3 レイヤーマスクと関連操作 
12-4 レイヤーマスクの編集と適用 
12-5 レイヤーマスクの解除 
 

演習物の提出⑪ 
リフレクションシート⑪ 
 

 

第 13 回 文字を書き込む 
13-1 テキストツールオプションの見方 
13-2 テキストボックスの作成 
13-3 文字の色とフォント 
13-4 テキスト位置と行間距離 
13-5 テキストを画像データにする 
 

演習物の提出⑫ 
リフレクションシート⑫ 
 

 第 14 回 パスを利用する 演習物の提出⑬ 



14-1 パスで直線・曲線を描く 
14-2 パスの調整と連結 
14-3 パスの追加・削除・移動 
14-4 パスと選択範囲の変換 
14-5 パスに沿った描画 
14-6 文字テキストとパス変換 
 

リフレクションシート⑬ 
 

 

第 15 回 学習振り返りと期末作成 
15-1 学習振り返り 
15-2 期末作品の要求 
15-3 期末作品の作成と提出について 
 

期末作品（■作成・提出） 
ルーブリックによる評価 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP204-
Y51 

2.科目名 ICT 活用 C 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
観光学科・総合社会学科（2018 年度以前入学
生） 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
コンピューターリテラシーⅡ（2）を修得
しているか，それに相当する知識・スキル
を有する者に限ります． 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 情報教室の収容人数の都合により，履修者数上限は 50 名です． 

17.授業の目的と概要 
MS-Excel 全般のスキル向上を目指します。また、社会学系の調査で用いられるアンケート
調査について、その作成から Excel を利用した集計方法までを学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Word を利用して，効果的なアンケートを作成できる 
2. Excel を利用して，適切な関数を利用して集計・分析ができる 
3. PowerPoint を利用して，効果的な調査結果の発表ができる 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 
20.参考文献 『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版，他 

21.成績評価 

課題 1：Excel 課題・・・45 点 【学習目標 2 に対応】 
課題 2：アンケート（Word）・・・12 点 【学習目標 1 に対応】 
課題 3：アンケートの集計（Excel）・・・25 点 【学習目標 2 に対応】 
   （クロス集計+5 点加点） 
課題 4：分析結果の発表（PowerPoint）・・・18 点 【学習目標 3 に対応】 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 

22.コメント 

オリジナル教材で進めます．毎回 Web 経由で講義資料と作業ファイルを配布します．授業
で扱った作業ファイルを授業後 Web 経由で提出してもらいます． 
MS-Office のスキルを習得済み（コンピューターリテラシー2 修得済み程度）の人が受講し
てください． 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：本講座の説明，PC 基本スキル・メール設定確
認 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ
ンイン，Email 設定・送信 

復習：配布資料の復習 

【第 2 回】 

PC の基礎 
講義：PC 基礎，ファイル・データ管理、Cloud サー
ビス 
作業：Email 送信 

復習：配布資料の復習，ドキュメントフォル
ダの整理 

【第 3 回】 
数値分析① 
講義・作業：Excel の基礎（基礎・入力） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 



【第 4 回】 
数値分析② 
講義・作業：Excel の基礎（参照） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 5 回】 
数値分析③ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 1 SUM，
AVERAGE，COUNT） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 6 回】 
数値分析④ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 2 IF，COUNTIF） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 7 回】 
数値分析⑤ 
講義・作業：Excel の基礎（グラフと分析） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 8 回】 
数値分析⑥ 
講義・作業：Excel の応用（データベース，伝票の集
計） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 9 回】 
数値分析⑦ 
講義・作業：Excel の応用（アンケートの集計 1 基
本） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 10 回】 
数値分析⑧ 
講義・作業：Excel の応用（アンケートの集計 2 ク
ロス集計），【課題 1 Excel】 

課題提出：【課題 1 Excel】を提出 
復習：配布資料・課題ファイルの復習 
予習：アンケートのテーマを考えておく 

【第 11 回】 
アンケートの作成 
作業：Word で各自アンケートを作成 【課題 2 アン
ケート作成（Word）】 

課題提出：【課題 2  アンケート作成
(Word)】を提出 
次回の準備：20 名分のアンケートを集めて
くる 

【第 12 回】 
アンケートの集計 
作業：Excel でアンケート集計作業 【課題 3 アン
ケート集計（Excel）】 

今回の準備：20 名分のアンケートを集めて
くる 
課題提出：【課題 3 アンケート集計(Excel)】
を提出 
復習：アンケート集計内容を確認 

【第 13 回】 
分析結果のまとめ 
作業：PowerPoint で発表資料作成 【課題 4 分析結
果の発表 （Powerpoint）】 

課題提出：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】の発表資料を提出 
予習：発表資料の完成，リハーサル 

【第 14 回】 
成果発表プレゼンテーション① 
作業：各自成果発表 【課題 4 分析結果の発表 
（Powerpoint）】 

成果発表：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】 
復習：発表時に指摘された点の修正 
予習：次回発表者は発表資料の完成，リハー
サル 

【第 15 回】 
成果発表プレゼンテーション② 
作業：各自成果発表 【課題 4 分析結果の発表 
（Powerpoint）】 

成果発表：【課題 4 分析結果の発表 
(Powerpoint)】 
復習：発表時に指摘された点の修正 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP206-
Y51 

2.科目名 ヒューマンインターフェース 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学科 
データサイエンス専攻 9.履修学年 ２年秋 

10.取得資格の要件 

その他教職課程に関連のあ
る科目 
「上級情報処理士」「ウェ
ブデザイン実務士」の資格
関連科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
情報機械を介して人間のインタラクションを円滑にし、コミュニケーションを支援するのが
ヒューマンインタフェースの主要な目的である。情報システムをいかに便利に使えるかは、
そのインタフェースの設計に依存する。この科目は、インターフェースの基礎を理解し、関
連技術の学習を通して、人間とコンピュータとの関係がどうあるべきか、優れたヒューマン
インタフェースの実現を目指すには、技術をどのように活かすべきかなどその課題と動向を
学ぶことを目的とする。 
概要： 
情報システムとしての人間特性の理解から、インタラクションとコミュニケーション、身体
的コミュニケーション技術、インタフェースのデザイン・評価まで、ヒューマンインタフェ
ースの基礎を学ぶ。高機能化，複雑化するシステムを使いこなすためには、先進的インタフ
ェースについて自ら調査・発表・議論することで、ヒューマンインタフェースの本質を主体
的に理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．ヒューマンインタフェースの概要およびその重要性を理解している。 
２．人間とコンピュータシステムの特性を理解している。 
３．入力系・出力系・インタラクション・GUI 設計の基本を理解している。 
４．ヒューマンインタフェースの分析・評価手法の基本について理解している。 
５．ヒューマンインタフェースの新しい動向と課題について理解している。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力 (5)コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 
教科書：『イラストで学ぶ ヒューマンインタフェース 改訂第 2 版』（北原義典(著)） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 参考書：必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

課題やレポート(50%)、授業内小テスト(20%)、リグレクションシート(30%) 
課題やレポートは、授業関連内容の調査、考察【学習?標①②③④⑤に対応】 
授業内小テストは、2 回 X10＝20 点 【学習?標①②③④⑤に対応】 
リグレクションシート：5 回 X6＝30 点 【学習?標①②③④⑤に対応】 

22.コメント 
講義では、ほぼ毎回でノート PC を利?しますので，授業前?にきちんと動作確認とバッテリ
ーの充電をしてくることをおすすめします。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 

第 1 回 ヒューマンインタフェース概論 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
1.1 ユーザインタフェースの概念  
1.2 ヒューマンインタフェースの分野  
1.3 ヒューマンインタフェース関連研究の歴史 I 
 ー  ヨーロッパのエルゴノミクスとアメリ
カのヒューマンファクタ ー  
1.4 ヒューマンインタフェース関連研究の歴史 II 

 

 

第 2 回 コンピュータとヒューマンインタフェース 
2.1 コンピュータと人間研究  
2.2 GUI の登場によるユーザインタフェース革命  
2.3 メディアの分類  
2.4 メディア処理  
2.5 人工知能研究 
  《ためしてみよう(ディープラーニング)》 

配布資料 
課題① 

 

第 3 回 人間の情報処理モデル 
3.1 人間の感覚  
3.2 モデルヒューマンプロセッサと行為の 7 段階モデ
ル  
3.3 ヒックの法則,フィッツの法則,キーストロークレ
ベルモデル   
3.4 人間の欲求」  
3.5 人間の行動発現モデル 

トピック動画 
配付資料 
リグレクションシート① 

 

第 4 回 ヒューマンエラー 
4.1 ヒューマンエラーとは 
《ためしてみよう(構え)》  
《ためしてみよう(ゲシュタルト特性)》 -  
4.2 ヒューマンエラーの種類と原因  
4.3 ヒューマンエラーの生起モデル 《知っておこう
(メタファ)》  
4.4 ヒューマンエラーへの予防的対策  
4.5 ヒューマンエラーへの対処的対策  
4.6 生産現場の異常管理 

トピック動画 
配付資料 
課題② 

 

第 5 回 人間サイドからの設計 
5.1 ユーザエクスペリエンス設計  
5.2 人間中心設計 - 《ためしてみよう(メンタルモデ
ル)》  
5.3 ユーザインタフェース設計原則  
5.4 ユーザインタフェース設計工程  
5.5 ユーザインタフェース仕様書  
5.6 プロトタイピング 

トピック動画 
配付資料 
リグレクションシート② 

 

第 6 回 入力系設計 
6.1 情報入力系の分類  
6.2 キーボード/タッチパネル 《知っておこう(デフ
ァクトスタンダード)》  
6.3 ポインティングデバイス  
6.4 音声認識システム  
6.5 画像認識システム  

トピック動画 
配付資料 
課題③ 



6.6 文字認識システム 

 

第 7 回 出力系設計 
7.1 情報出力系の分類  
7.2 ディスプレイ   
7.3 力覚ディスプレイ  
7.4 音声合成システム 《ためしてみよう(立体知
覚)》  
7.5 コンピュータグラフィックス生成システム 

配付資料 
リグレクションシート③ 

 

第 8 回 インタラクション系設計 
8.1 インタラクション系設計のステップ  
8.2 ユーザ分析とタスク分析  
8.3 インタラクティブスタイル設計 《ためしてみよ
う(チャンク,再生と再認)》  
8.4 メニューの構造  
8.5 メニューの種類 《ためしてみよう(時間知覚)》  
8.6 応答時間 

配付資料 
小テスト① 
 

 

第 9 回 GUI 設計 
9.1 GUI 設計の基本 《ためしてみよう(シグニファイ
アとナッジ)》  
9.2 作業効率性  
9.3 わかりやすさを高める表示 《ためしてみよう(色
彩知覚)》 《ためしてみよう(脳と微分)》  
9.4 ユーザ受容性  
9.5 頑健性・安全性  
9.6 画面レイアウトとウィジェット  
9.7 ウィジェットの配置 

トピック動画 
配付資料 
課題④ 

 

第 10 回 ユーザのアシスト 
10.1 ヘルプ 《知っておこう(条件づけ学習と学習曲
線)》  
10.2 チュートリアル  
10.3 マニュアル  
10.4 AI インタフェース  
10.5 人間とシステムの協調 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第 11 回 ユーザビリティ評価 
11.1 ユーザビリティの評価方法  
11.2 ユーザビリティの定量化と指標  
11.3 主観指標の尺度  
11.4 尺度構成法 

トピック動画 
配付資料 
課題⑤ 

 

第 12 回 インタラクションの拡張 
12.1 バーチャルリアリティ  
12.2 オーグメンテッドリアリティ -  
12.3 マルチモーダルインタフェ  
12.4 ノンバーバルインタフ  
12.5 感性インタフェース 

トピック動画 
配付資料 
授業感想 

 

第 13 回 モバイルコンピューティングにおけるヒュ
ーマンインタフェース 
13.1 モバイル情報機器のインタフェース 
13.2 スマートフォンアプリのユーザインタフェース  

配付資料 
課題⑥ 
 



13.3 Web アプリケーションのユーザインタフェース 
《ためしてみよう(メンタルローテーション)》  
13.4 空間移動サポート  
13.5 ウェアラブルコンピュータ/ウェアラブル端末  
13.6 本人認証 《ためしてみよう(スモールワールド
現象)》  
13.7 ソーシャルメディア 

 

第 14 回 ユニバーサルデザイン 
14.1 バリアフリーデザインからユニバーサルデザイ
ンへ  
- 《ためしてみよう(障がい者や高齢者の立場で操
作)》  
14.2 ユニバーサルデザインの設計  
14.3 ユニバーサルデザインの例  
14.4 情報系のユニバーサルデザイン 

トピック動画 
配付資料 
参照リンク 
小テスト 
授業感想 
 

 

第 15 回 ヒューマンインタフェースの新しい動きと
諸課題  
15.1 実世界指向インタフェース  
15.2 アンビエントインタフェース  
15.3 ブレインマシンインタフェース  
15.4 ヒューマンインタフェースの諸課題 

小テスト② 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP207-
Y51 

2.科目名 ソフトウェア工学基礎 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学科 
データサイエンス専攻 9.履修学年 ２年秋 

10.取得資格の要件 

教科および教科の指導法に
関する科目 
「上級情報処理士」「ウェ
ブデザイン実務士」の資格
関連科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
人工知能、データサイエンスなどビッグデータを基にした研究や技術開発が加速している
中、それを支えるのは、データをどのように収集、処理、提示するかという情報工学の諸技
術である。ソフトウェア工学は，その基礎を固める分野の 1 つで、情報システムの開発・運
用・保守に関して体系的・定量的にその応用を考察する分野である。この科目はソフトウェ
アの設計開発運用にかかわる基礎的な知識を習得する。 
概要： 
この科目は、コンピュータ科学の知識体系に基づき，開発方法論と開発プロセスという観点
からソフトウェア開発に必要な様々な考え方、ソフトウェア開発プロセスや代表的なソフト
ウェア開発手法、ソフトウェア分析・設計と実装、特に UML モデルの基本などソフトウェ
アの設計開発運用にかかわる基礎的な知識を解説し、ソフトウェア開発における分析やモデ
リング手法などの基礎を身につける。また、ソフトウェアの品質を高めるためにどのような
知識が必要なのかを加えて、必要な解説も行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．ソフトウェア工学とはどんな学問分野かについて説明できる。 
２．ソフトウェア開発プロセスや代表的なソフトウェア開発手法について説明できる。 
３．ソフトウェア分析・設計と実装、特に UML モデルの基本について理解している。 
４．ソフトウェアテスト・形式的手法・保守について理解している。 
５．ソフトウェア開発における品質の重要性について理解している。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 
教科書：『レクチャー ソフトウェア工学』（鵜林 尚靖(著/文)） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 参考書：『ソフトウェア工学の基礎』（神⻑裕明など，共立出版社） 

21.成績評価 
小テスト：8 回 X5＝40 点 【学習?標①〜③に対応】 
課 題： 8 回 X5＝40 点 【学習?標①④⑤に対応】 
ワークシート：5 回 X4＝20 点 【学習?標②③⑤に対応】 

22.コメント 講義では、ほぼ毎回でノート PC を利?しますので，授業前?にきちんと動作確認とバッテリ
ーの充電をしてくることをおすすめします。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 第 1 回 イントロダクション  



・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 

 

第 2 回 ソフトウェア工学とは 
1.1 ソフトウェアと工学   
1.2 ソフトウェア工学誕生の歴史的背景.  
1.3 ソフトウェア工学の歴史的歩み 
1.4 ソフトウェア工学の概要 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第 3 回 ソフトウェア開発プロセス 
2.1 ソフトウェア開発プロセスモデル  
2.2 ウォータフォールモデル   
2.3 反復型開発モデル  
2.4 アジャイルソフトウェア開発  
2.5 DevOps 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第 4 回 代表的なソフトウェア開発手法 
3.1 プログラミング言語と開発手法の関係  
3.3 オブジェクト指向開発手法  
3.4 アスペクト指向開発手法 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 
第 5 回 ソフトウェアモデリングと UML 
4.1 モデリングと抽象化  
4.2 統一モデリング言語 UML 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第 6 回 要求獲得 
5.1 ソフトウェア開発の難しさ   
5.2 ソフトウェア開発の始まりとしての要求獲得 
5.3 要求工学  
5.4 要求の抽出   
5.5 要求の仕様化 
5.6 ゴール指向要求工学 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第 7 回 ソフトウェア分析 
6.1 オブジェクト指向による分析 
6.2 構造モデリング  
6.3 振舞いモデリング 
6.4 モデルの洗練 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想  
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

第 8 回 ソフトウェア設計と実装 
7.1 ソフトウェアアーキテクチャ 
7.2 設計モデルの洗練 
7.3 UML モデルからのプログラム実装 
7.4 モデル駆動開発 
7.5 ソフトウェア再利用 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第 9 回 ソフトウェアテスト 
8.1 効果的なテストとは 
8.2 要求仕様テスト   
8.3 ブラックボックステストとホワイトボックステス
ト  
8.4 開発プロセスから見たソフトウェアテスト  
8.5 効果的なテスト仕様の作成  
8.6 テスト駆動開発とテストの自動化 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 
第 10 回 形式手法 
9.1 形式手法とは 

トピック動画 
配付資料 



9.2 フロイド-ホーア論理によるプログラム検証 
9.3 契約による設計と自動検証 
9.4 形式手法の導入 

小テスト 
授業感想 

 

第 11 回 ソフトウェア保守 
10.1 ソフトウェアの寿命と保守  
10.2 ソフトウェア保守の分類 
10.3 保守を支援する手法と技術 
10.4 保守からソフトウェア発展へ 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 

第 12 回 ソフトウェア品質 
11.1 ソフトウェア開発における品質の重要性  
11.2 プロダクト品質 
11.3 プロセス品質 
11.4 ソフトウェアレビュー 
11.5 ソフトウェアメトリクス 
11.6 ソフトウェアリポジトリマイニング 

トピック動画 
配付資料 
小テスト 
授業感想 

 
第 13 回 開発管理と開発環境 
12.1 プロジェクトマネジメント  
12.2 ソフトウェア開発環境 

配付資料 
KPT ワークシート 
 

 

第 14 回 これからのソフトウェア工学 
13.1 ソフトウェア工学の成熟度  
13.2 ソフトウェア工学の将来  
13.3 ソフトウェア工学研究のあり方 

トピック動画 
配付資料 
参照リンク 
小テスト 
授業感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後のスキル活用の可能性についてアピー
ルする文書を作成 

総括資料 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP210-
Y51 

2.科目名 ウェブプログラミング演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

ウェブプログラミング演習 I を取っていな
いと理解できないと思われます。ウェブプ
ログラミング演習Ⅱのみを取る場合は I の
内容を各自で勉強してください。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面、ノート PC の持参が必須 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業のテーマ及び到達目標 
1) JavaScript の基本的な構文について説明できる 
2) JavaScript を用いて動的なページの作成ができる 
3) レスポンシブウェブデザインを実践する 
ドキュメントの構造言語 HTML で記述したウェブページは基本的に静的なものであり、
JavaScript などのスクリプト言語を使ってウェブページに動作をもたせたりすることができ
る。この講義では、「ウェブプログラミング演習Ⅰ」科目を継続して、HTML、CSS のほ
か、JavaScript 言語の基本とその応用技術を中心に展開し、JavaScript を用いた動的な Web
ページの実例作成を通して、関連するプログラミングの基本概念や基礎技法について習得す
ることを目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1) JavaScript の基本的な構文について説明できる 
2) JavaScript を用いて動的なページの作成ができる 
3) レスポンシブウェブデザインを実践する 
1)-3)は専門的知識・技能 の活用力に関係する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
課題および自由制作の途中経過の報告 : 75% 
最終課題 : 25% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第一回 HTML と CSS の復習  

第二回 ウェブページ作成(1) : デザインカンプ、ウェブペー
ジの構成、仕様などを把握する 

 

第三回 
ウェブページ作成(2) : 指示に従ったウェブページの
コーディング 

 

第四回 JavaScript の概要と開発者ツールの紹介  
第五回 JavaScript の基本的な記法  
第六回 JavaScript を用いた HTML の書き換え  
第七回 条件分岐を用いた JavaScript の演習  
第八回 繰り返しを用いた JavaScript の演習  
第九回 関数とオブジェクトを用いた JavaScript の演習  

第十回 JavaScript を用いたウェブページ作成(1) : デザイン
カンプなどの仕様を把握する 

 



第十一回 
JavaScript を用いたウェブページ作成(2) : 指示に従
ったウェブページのコーディング 

 

第十二回 レスポンシブウェブデザインの演習  
第十三回 自由制作(1) : サイト構成とデザイン案の作成  

第十四回 自由制作(2) : HTML、CSS および JavaScript を用い
たコーディング 

 

第十五回 自由制作(3) : マルチデバイスへの対応  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP211-
Y51 

2.科目名 Python プログラミング演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 データ構造とアルゴリズムを履修している
と理解しやすいかと思います。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面授業で自身のノート PC で実習する 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業のテーマ及び到達目標 
1) Python プログラミングの必要性について説明できる 
2) Python の基本環境づくりやインストールができる 
3) Python の基本的な構文について説明できる 
4) Python プログラムのコーティングができる 
Python はシンプルで、可読性と汎用性の高いプログラミング言語である。データの統計解
析、AI 応用・機械学習、IoT データ活用など、Python はあらゆる分野のライブラリが充実
しており、幅広い応用分野で使われている。本科目では、Python の基礎知識を学び、
Python プログラミングを通してアルゴリズムの理解を深め、さらに代表的な API やサービ
スの活用方法の習得を目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1) Python プログラミングの必要性について説明できる 
2) Python の基本環境づくりやインストールができる 
3) Python の基本的な構文について説明できる 
4) Python プログラムのコーティングができる 
上記は専門的知識・技能 の活用力に関連しています。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 各回の課題で評価を行う : 100% 

22.コメント 

プログラミングは授業で聞けば使えるようになるものではありません。 
復習をしっかり行い、体にしみこませることで使えるものになっていきます。 
使えるようになると様々な事ができるようになるので、プログラミングが遊びになります。 
ゲームを作る事もその１つです。Python でもゲームが作れるので、興味のある人はぜひチ
ャレンジしてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 オリエンテーションおよび Python の概要と開発環境  
 変数、条件式と分岐、反復処理の文法を学ぶ  
 変数、条件式と分岐、反復処理の詳細と演習  
 リストとその演習  
 標準ライブラリとその演習  
 関数とその演習  
 Matplotlib による可視化  
 中間テストとその解説  
 クラスの基礎とその演習  
 特殊メソッドを用いた演算子の処理とその演習  
 文字列処理とその演習  



 ファイル処理とその演習  
 NumPy を用いた演習  
 scikit-learn を用いた演習  
 データ処理演習  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE101-
A81 

2.科目名 リーダーシップ演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 米田薫 

5.授業科目の区分 
基盤教育科目 
人間学総合教育科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 
１年~ 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
新年度のメンター志願者を優先して 35 名
程度 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本科目は、メンター活動等に生かすリーダーシップの理論とスキルについて学ぶ。 
 本科目で言うリーダーシップとは、集団や集団に属する個人が有する目的の達成に寄与す
るプロセスや影響力であり、自分自身を律する段階から小集団から中規模集団、さらには国
家・社会といった大規模集団に至るまで、リーダーシップの在り様は発展的に変化していく
役割行動であると捉える。そして、リーダーシップとは特異な才能ではなく、理論やスキル
を習得すれば多くの人が手に入れることができるものであり、現代に生きるすべての社会人
に求められる資質の一つであると考えて、受講者がリーダーの役割を付与された際に必要と
なるリーダーシップに関する資質を向上させることを目的とする。 
 この目的を達成するために、リーダーのあり方や集団形成を促進するリーダーシップ理論
を学ぶとともに、リーダーシップを発揮する具体的な手法の基本を習得するために、自他発
見とふれあいのある人間関係づくりを目的とする構成的グループエンカウンターを体験を通
じて学びながら、リーダーシップに係る資質を高めていく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①リーダーシップを定義づけることができる。 
②メンバーと協同し、アクティブラーニングやチームビルディングのいくつかの技法を使う
ことができる。  
③ピア・カウンセリングに関して学んだ技法をロールプレーで示すことができる。 
④メンターとして１年生に対して必要なサポートを行うことができる。 
 

19.教科書・教材 教科書の購入は不要、必要な資料は配布する。 

20.参考文献 
金井壽宏著「リーダーシップ入門」日本経済新聞社 2005 年 
米田薫「改訂版 厳選 教員が使える５つのカウンセリング」 ほんの森出版 2019 年 
 

21.成績評価 

下記の項目に従って評価する。 
①第 1 日目〜２日目に用いるワークシート（1 日目 20％、2 日目 15％ 計 35％） 
②1 日目に課す課題レポート（15％） 
③「出会いのワーク」と担当したセッションのパフォーマンス（30％） 
④総括レポート（3 日目のレポートと本講義を受講した成果と課題について、20％） 
 

22.コメント 

 本科目は、主に２年生で学生メンターになる学生に役立つものを想定して構成している。
初年次生に対して、具体的にどのようにリーダーシップを取っていくのかを共に学んでい
く。 
 将来的にリーダーシップを持つことが期待されるキャリアを目指している学生も歓迎す
る。 
 



23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

オリエンテーション   
構成的グループエンカウンター体験１  
テーマ：「出会いのワーク」で意義のある出会いにし
よう。 
 

第 2 日目までに「出会いのワーク」をでき
るように練習する。 

 

リーダーシップとは何か  
テーマ：特性論から行動論、そしてコンティンジェン
シー論へ 
〜アクティブラーニングで関心と意欲を喚起し、思考
を活性化しよう〜  
 

リーダーシップ論をまとめる。 

 
構成的グループエンカウンター体験２  
テーマ：自他理解を深めよう 
 

体験によって自己理解が深まった事項を記録
する。 

 
構成的グループエンカウンター体験３  
テーマ：自他理解から自他受容へ 
 

体験によって自他受容できたと感じる事項を
記録する。 

 

質の高いリーダーシップを支えるコミュニケーション
力 
テーマ：基本となる３段階の接し方を身に着けよう 
 

第 1 日目のワークシートを提出 

 

構成的グループエンカウンター体験４ 
テーマ：自己受容から自己主張へ  
〜シェアリングで学びを深められるリーダーになろう
〜 
 

与えられた課題に対して求められる水準のパ
フォーマンスを実演する。 

 
リーダーとしてのビジョンを持とう 
テーマ：アクティブラーニングを展開できる力量をつ
ける。 

メンターとしてのビジョンを示す。 

 
構成的グループエンカウンター体験 5 
テーマ：信頼体験、感受性の促進 
 

体験による信頼感や感受性の変化について記
録する。 

 
構成的グループエンカウンター体験 6 
テーマ：深い自他受容 
 

体験によって内省した内容を記述する。 

 

集団づくりのリーダーをめざして 
テーマ：担当したセッションのプランを練り、シュミ
レーションしてみよう。 
 

担当したセッションをチームで運営できるよ
うにする。2 日目のワークシートを提出す
る。 

 

協同の学びを深めよう 
テーマ：アクティブラーニングを使いこなせるリーダ
ーになろう。 
 

グループワークの進め方について学んだ事項
をまとめる。 

 
模擬リーダー体験１ 
テーマ：集団形成の初期段階を想定して 

体験した事項をまとめる。 



 

 
模擬リーダー体験 2 
テーマ：集団形成の中期段階を想定して 
 

体験した事項をまとめる。 

 模擬リーダー体験 2 
テーマ：集団形成の成熟期段階を想定して 

体験した事項をまとめる。 

 
まとめ  
テーマ：協同学習で学びを定着・深化させよう。 
 

3 日目のワークシート及び課題レポートを提
出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
A51 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三、百瀬和夫 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育学部 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義＆演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■「仕事とキャリア形成Ⅰ」で学んだことがらをいかし、ワークショップ形式により様々な
ケースについて職業理解研究を行う。 
■２１世紀に入り、我が国の社会構造も大きく変化し少子高齢社会へと向かっている。その
中で学校教育から職業生活への移行について考え、職業についての理解を深める。 
■社会人基礎力について、様々な社会人経験者の話を聞き、実践的に学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP に基づく学習目標は以下の通りである。 
（２）社会的貢献性（３）多様性理解  
 様々な社会の動向をふまえ、多様な価値観を理解し、仕事とキャリア形成Ⅰなどでこれま
でに学修した知識や経験をまとめて、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、自己分析
を行い知識と経験の総合化を図る。 
 

19.教科書・教材 ■必要に応じて参考書を紹介もしくは資料を配付する。 
 

20.参考文献 
日本経済新聞 
東洋経済 
 

21.成績評価 

■ ワークシートの作成      60％  
■ プレゼンテーション       20% 
■ 興味・関心・意欲・態度     20% 
 

22.コメント 

■社会に対する視野を広げ、様々な問題について関心を深めましょう。そのためには、積極
的に新聞を読んだり、ニュースを見たりして自分なりの考えをまとめてみましょう。 
■様々な立場の社会人ゲストティーチャーの話を聞き、自分の考えを深めましょう。（講演
者の皆さんは実際に社会の現場で働いておられますので、都合により、シラバスにおける内
容は前後します。） 
■グループワークを基本とし、積極的に活動する場であることを理解しましょう。 
■コロナウィルスの影響等を考慮し、ZOOM による遠隔講義の可能性もあり、対応できるよ
う常に 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

オリエンテーション 
■ 学校教育と職業生活との接続について 
■ ポートフォリオの意義とベンチマーク 
 

〇 「仕事とキャリア形成Ⅰ」の復習  
150 分 
〇 e-portfolio の作成  60 分 
〇 本時の復習  30 分 
 

【第 2 回】 イントロダクション  〇 本時の復習  30 分 



■ 自分で自分を見つめよう 
■ 他者の目をとおして自分を再発見しよう 
■ 新聞記事から話題提供 
 

〇 新聞各紙から興味ある時事問題を読み取
り、presentation がのための資料（切り抜
き記事を含む）を作る。  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 3 回】 

就職活動の進め方  
■ 適正を見つけるまでのプロセス 
■ 希望職種を基にした JobClub つくり（グループ分
け） 
■ 新聞記事からプレゼンテーション 
 

〇 本時の復習  30 分 
〇 新聞各紙から興味ある時事問題を読み取
り、presentation がのための資料（切り抜
き記事を含む）を作る。  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 4 回】 

マナー講座 
■ 身だしなみ 
■ ことば遣い 
■ 新聞記事からプレゼンテーション 
 

〇 本時の復習  30 分 
〇 新聞各紙から興味ある時事問題を読み取
り、presentation がのための資料（切り抜
き記事を含む）を作る。  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 5 回】 

採用面接 
■ 面接の重要性 
■ 面接前の注意事項 
■ 新聞記事からプレゼンテーション 
ロールプレー 
■ 模擬面接（個人） 
・実際に、面接官と面接を受ける側になって 
■ 新聞記事からプレゼンテーション 
 

〇 本時の復習  30 分 
〇 新聞各紙から興味ある時事問題を読み取
り、presentation がのための資料（切り抜
き記事を含む）を作る。  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 6 回】 

小学校教育現場の実際 
■神⼾市立⻯が台小学校 後藤田校⻑先生特別講義 
■ 小学校教師の仕事とやりがい 
■ 最近の学校の課題 
■今から養ってほしい力等 

〇 本時の復習  30 分 
〇 新聞各紙から興味ある時事問題を読み取
り、presentation がのための資料（切り抜
き記事を含む）を作る。  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 7 回】 

ロールプレー 
■ 模擬面接（グループ） 
・実際に、面接官と面接を受ける側になって 
■ 新聞記事からプレゼンテーション 
 

◎ 本時の復習  30 分 
〇 新聞各紙から興味ある時事問題を読み取
り、presentation がのための資料（切り抜
き記事を含む）を作る。  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 8 回】 

社会人基礎力 
■ これが、就職の現実だ！ 
  キャリアセンター藤井部⻑特別講義 
 ・さぁ、準備を始めよう！ 
■ 新聞記事からプレゼンテーション 

◎ 本時の復習  30 分 
〇 新聞各紙から興味ある時事問題を読み取
り、presentation がのための資料（切り抜
き記事を含む）を作る。  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60



 分 
 

【第 9 回】 

社会人基礎力 
■これが、会社の現実だ！ 
 浜崎学⻑特別補佐、特別講義 
■ プレゼンテーションの作成 

〇 本時の復習  30 分 
◎ 取材先事業所との日程調整  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 10 回】 
■社会人基礎力についてまとめよう 
■ プレゼンテーションの作成 

〇 本時の復習  30 分 
◎ 取材先事業所との打ち合わせ  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 11 回】 
■社会人として、未来の設計をしよう！ 
 ・田村フィナンシャルプランナー特別講義 
■プレゼンテーション 

〇 本時の復習  30 分 
◎ 取材計画の点検と取材活動  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第１2 回】 

基礎力インタビュー 
■ ブックランドフレンズ河田店⻑特別講義 
 ・街の本屋さんの仕事を通して、社会を見る！ 
■基礎力インタビュー 

〇 本時の復習  30 分 
◎ ＤＶＤ（映像作品）の制作  150 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  60
分 
 

【第 13 回】 

■講義とインタビューをまとめよう！ 
■ プレゼンテーション 
〇 本時の復習  30 分 
 

〇 本時の復習  30 分 
◎ 各グループの presentaion をうけ、
JobClub 内で話し合い内容を深める。  
120 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  90
分 
 

【第１4 回】 

社会人基礎力 
隆生福祉会 井上氏さん特別講座 
■保育・施設の仕事のやりがい 
■保育・施設の仕事の課題 
■保育・施設の仕事のために、つけたい力等 
 

〇 本時の復習  30 分 
◎ 各グループの presentaion をうけ、
JobClub 内で話し合い内容を深める。  
120 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  90
分 
 

【第１5 回】 
社会人基礎力 
■ まとめ 
 

〇 本時の総括  120 分 
〇 e-portfolio への記事の整理と投稿  
120 分 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
A52 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 本田あけみ 

5.授業科目の区分 

美容分野における実務
経験のある教員による
授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
春学期に仕事とキャリア形成Ⅰの単位を取
得済みであること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 仕事とキャリア形成Ⅰ履修済みの学生 

17.授業の目的と概要 

■概要 
本講義では、実際に社会人として企業や団体等で業務を遂行する上で、当然必要とされるで
あろう基礎的な能力を振り返る。 
１ 自己分析と自己 PR 
「仕事とキャリア形成Ⅰ」を振り返り、就職活動において求められる自己 PR のプレゼンテ
ーションを行うことができる。 
2.履歴書とエントリーシート作成することができる。 
就職活動において必要な履歴書とエントリーシートを作成する。 
３．基礎学力の確認 
就職活動においては、時に SPI 等の基礎学力検査によって、社会人として最低限の思考力、
一般教養等が問われる。この種の学力検査については、出題傾向を事前に研究し、試験の形
式に慣れることで対処可能な部分も多い。非言語スコアをアップさせる。 
尚、この授業は SDGs８のゴール、「包括的かつ持続可能な経済成⻑及びすべての人々の完
全かつ生涯的な雇用と働き甲斐のある人間らしい（ディーセントワーク）を促進する」に関
連しています。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマポリシー）の?自律性?問題発見・解決力の学修に関連し
ています。 
本科目の学習目標は、コミュニケーション力、文章力、基礎的学力を確認し、社会人として
業務を遂行する上で必要となるレベルに強化することを目指します。 
  
 

19.教科書・教材 
特に指定しない。必要に応じて資料等を配布する。  
 

20.参考文献 
適宜指示  
 

21.成績評価 

中間レポート評価  30% 
総括試験      50% 
課題レポート①〜④ 5 点×４ 20%  
 

22.コメント 

講義中の活動が評価対象です。全力で講義にのぞみましょう。 
基礎学力対策の授業中に完成しなかった問題について、授業外で学習し、次回までに完成す
るようにしましょう。 
 



23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 月曜日昼休み 
研究室オフィスアワー 月曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(9/26) 

授業ガイダンス、就職に向けて 
採用試験における基礎学力プレテスト 
 

○プレテストに必要な筆記用具（鉛筆・シャ
ープペンシル・ 
採点用赤鉛筆又はそれに類するもの） 
キャリアと仕事形成Ⅰで使用した教科書 
ノート 
 

第 2 回 
(10/3) 

自己分析と文章作成(1) 
「過去・現在・未来」について自己分析の振り返りを
する。e-ポートフォリオを活用して、自身の経験・体
験をまとめて文章化する。また、ぺァワークで他己分
析も行う。 
（課題レポート①） 
 

◆課題レポート①を提出する。 
○「強みと弱み」を考える。（60 分） 

第 3 回 
(10/17) 

自己 PR 
キャリアセンター 藤井学課⻑より講話  
          ー就職にむけてやるべきことの
確認ー 
課題レポート② 
 

◆課題レポート②を提出する。 
藤井課⻑の講話から学んだこと、就職に向け
ての決意など記述 
 

第 4 回 
(10/24) 

自分の「強みと弱み」について e-ポートフォリオを
活用してまとめ、文章化したものをプレゼンテーショ
ンする。 
（課題レポート③） 
 

◆課題レポート③を提出する。 
○「将来展望」を考える（60 分） 

第 5 回
(10/31) 

歴書・エントリーシートの作成(1) 
履歴書及び「志望動機・職業観」について文章化す
る。e-ポートフォリオを活用して、自身の経験・体験
と関連付けて文章化する。 
  
 

 
○フリープレゼンテーションについて考える
（60 分） 

第 6 回
(11/7) 

エントリーシートの作成(2) 
「将来展望」について文章化する。自身の考えをまと
めて文章化する。 
（課題レポート④） 
 

◆課題レポート④提出 
○中間レポートの準備を行う（120 分） 

第 7 回
(11/14) 

エントリーシートの作成(3) 
「フリープレゼンテーション」対策の文章化。まとめ
て文章化し、中間レポートにつながるように準備をす
る。 
エントリーシートに基づくプレゼンテーションを行
う。 
 

○中間レポート テーマ「（仮）あなた自身
を自由に表現してください」（提出は次回授
業時）(120 分)  
 

第 8 回
(11/21) 

基礎学力対策(1) 
試験の種類と概要 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 



第 9 回
(11/28) 

基礎学力対策(2)   
◆言語領域：二語の対応関係」 非言語領域：「割
合」・｢文字式｣ 
kuis ドリルの問題に取り組む。 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 10 回
(12/5) 

基礎学力対策(3)  
◆言語領域：「語句の用法」 非言語領域：「割合」
「精算」「割引｣「分割払い｣ 
   
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 11 回
(12/12) 

基礎学力対策(4)  
◆言語領域：「熟語の意味｣ 非言語領域：「損益算」
「速さ」「グラフと領域」「集合」 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 12 回
(12/19) 

基礎学力対策(5)  
◆言語領域「熟語の成り立ち」 非言語領域「表の読
み取り」「入出力装置」「経路図」 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に完全解等できていない場合は宿題
とする 
 

第 13 回
(1/16) 

基礎学力対策(6)  
◆模擬テスト マークシート形式 言語･非言語(7)  
   WEB テスティング形式・テストセンター形式  
言語･非言語 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に完成できていない場合は宿題とす
る 

第 14 回
(1/23) 

基礎学力対策(7) 
社会人として身につけておくべき時事問題や一般常識
について、再確認してみよう。 
 

○授業時に完成できない場合は宿題とする 
○総括試験の準備を行う。（120 分） 

第 15 回
(1/30) 

■総括試験 
■授業アンケート 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
A53 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 

航空運送事業分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
春学期に仕事とキャリア形成Ⅰの単位を取
得済みであること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 仕事とキャリア形成Ⅰ履修済みの学生 

17.授業の目的と概要 

■概要 
本講義では、実際に社会人として企業や団体等で業務を遂行する上で、当然必要とされるで
あろう基礎的な能力を振り返る。 
１ 自己分析と自己 PR 
「仕事とキャリア形成Ⅰ」を振り返り、就職活動において求められる自己 PR のプレゼンテ
ーションを行うことができる。 
2.履歴書とエントリーシート作成することができる。 
就職活動において必要な履歴書とエントリーシートを作成する。 
３．基礎学力の確認 
就職活動においては、時に SPI 等の基礎学力検査によって、社会人として最低限の思考力、
一般教養等が問われる。この種の学力検査については、出題傾向を事前に研究し、試験の形
式に慣れることで対処可能な部分も多い。非言語スコアをアップさせる。 
尚、この授業は SDGs８のゴール、「包括的かつ持続可能な経済成⻑及びすべての人々の完
全かつ生涯的な雇用と働き甲斐のある人間らしい（ディーセントワーク）を促進する」に関
連しています。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマポリシー）の?自律性?問題発見・解決力の学修に関連し
ています。 
本科目の学習目標は、コミュニケーション力、文章力、基礎的学力を確認し、社会人として
業務を遂行する上で必要となるレベルに強化することを目指します。 
  
 

19.教科書・教材 
特に指定しない。必要に応じて資料等を配布する。  
 

20.参考文献 
適宜指示  
 

21.成績評価 

中間レポート評価  30% 
総括試験      50% 
課題レポート①〜④ 5 点×４ 20%  
 

22.コメント 

講義中の活動が評価対象です。全力で講義にのぞみましょう。 
基礎学力対策の授業中に完成しなかった問題について、授業外で学習し、次回までに完成す
るようにしましょう。 
 



23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 月曜日昼休み 
研究室オフィスアワー 月曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(9/26) 

授業ガイダンス、就職に向けて 
採用試験における基礎学力プレテスト 
 

○プレテストに必要な筆記用具（鉛筆・シャ
ープペンシル・ 
採点用赤鉛筆又はそれに類するもの） 
キャリアと仕事形成Ⅰで使用した教科書 
ノート 
 

第 2 回 
(10/3) 

自己分析と文章作成(1) 
「過去・現在・未来」について自己分析の振り返りを
する。e-ポートフォリオを活用して、自身の経験・体
験をまとめて文章化する。また、ぺァワークで他己分
析も行う。 
（課題レポート①） 
 

◆課題レポート①を提出する。 
○「強みと弱み」を考える。（60 分） 

第 3 回 
(10/17) 

自己 PR 
キャリアセンター 藤井学課⻑より講話  
          ー就職にむけてやるべきことの
確認ー 
課題レポート② 
 

◆課題レポート②を提出する。 
藤井課⻑の講話から学んだこと、就職に向け
ての決意など記述 
 

第 4 回 
(10/24) 

自分の「強みと弱み」について e-ポートフォリオを
活用してまとめ、文章化したものをプレゼンテーショ
ンする。 
（課題レポート③） 
 

◆課題レポート③を提出する。 
○「将来展望」を考える（60 分） 

第 5 回
(10/31) 

歴書・エントリーシートの作成(1) 
履歴書及び「志望動機・職業観」について文章化す
る。e-ポートフォリオを活用して、自身の経験・体験
と関連付けて文章化する。 
  
 

 
○フリープレゼンテーションについて考える
（60 分） 

第 6 回
(11/7) 

エントリーシートの作成(2) 
「将来展望」について文章化する。自身の考えをまと
めて文章化する。 
（課題レポート④） 
 

◆課題レポート④提出 
○中間レポートの準備を行う（120 分） 

第 7 回
(11/14) 

エントリーシートの作成(3) 
「フリープレゼンテーション」対策の文章化。まとめ
て文章化し、中間レポートにつながるように準備をす
る。 
エントリーシートに基づくプレゼンテーションを行
う。 
 

○中間レポート テーマ「（仮）あなた自身
を自由に表現してください」（提出は次回授
業時）(120 分)  
 

第 8 回
(11/21) 

基礎学力対策(1) 
試験の種類と概要 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 



第 9 回
(11/28) 

基礎学力対策(2)   
◆言語領域：二語の対応関係」 非言語領域：「割
合」・｢文字式｣ 
kuis ドリルの問題に取り組む。 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 10 回
(12/5) 

基礎学力対策(3)  
◆言語領域：「語句の用法」 非言語領域：「割合」
「精算」「割引｣「分割払い｣ 
   
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 11 回
(12/12) 

基礎学力対策(4)  
◆言語領域：「熟語の意味｣ 非言語領域：「損益算」
「速さ」「グラフと領域」「集合」 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 12 回
(12/19) 

基礎学力対策(5)  
◆言語領域「熟語の成り立ち」 非言語領域「表の読
み取り」「入出力装置」「経路図」 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に完全解等できていない場合は宿題
とする 
 

第 13 回
(1/16) 

基礎学力対策(6)  
◆模擬テスト マークシート形式 言語･非言語(7)  
   WEB テスティング形式・テストセンター形式  
言語･非言語 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に完成できていない場合は宿題とす
る 

第 14 回
(1/23) 

基礎学力対策(7) 
社会人として身につけておくべき時事問題や一般常識
について、再確認してみよう。 
 

○授業時に完成できない場合は宿題とする 
○総括試験の準備を行う。（120 分） 

第 15 回
(1/30) 

■総括試験 
■授業アンケート 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
M53 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 春学期に仕事とキャリア形成Ⅰの単位を取
得済みであることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本講義では、実際に社会人として企業や団体等で業務を遂行する上で、当然必要とされるで
あろう基礎的な能力を身につける。 
１.自己分析と自己 PR 
「仕事とキャリア形成Ⅰ」を振り返り、就職活動において求められる自己 PR を作成し、プ
レゼンテーションを行う。 
2.履歴書とエントリーシート作成 
就職活動において必要な履歴書とエントリーシートを作成する。 
3.基礎学力の確認 
就職活動においては、時に SPI 等の基礎学力検査によって、社会人としての最低限の思考
力、一般教養等が問われる。この種の学力検査については、出題傾向を事前に研究し、試験
の形式に慣れることで対処可能な部分も多い。そのためのトレーニングを行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■科目の学習目標 
・コミュニケーション力、文章力、基礎的学力を確認し、社会人として業務を遂行する上で
必要となるレベルに強化する。（自律性、コミュニケーションスキルの向上）  
 

19.教科書・教材 
特に指定しない。必要に応じて資料等を配布する。  
 

20.参考文献 
関⻄国際大学「就職ガイド 2014」 
その他、適宜指示します  
 

21.成績評価 

課題レポート×4 テーマ 20% 
プレゼンテーション 10% 
中間レポート評価 20% 
総括試験      50% 
  
 

22.コメント 

講義中の活動が評価対象です。全力で講義にのぞみましょう。 
基礎学力対策の授業中に完成しなかった問題について、授業外で学習し、次回までに完成す
るようにしましょう。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 授業ガイダンス・就職活動の説明。 ○自己分析に必要な「振り返り」を各自行



 う。その際に必ず e-ポートフォリオを利用
すること。（60 分） 
○過去の経験から自己分析する(60 分) 
 

第 2 回 

自己分析と文章作成(1) 
「過去・現在・未来」について自己分析の振り返りを
する。e-ポートフォリオを活用して、自身の経験・体
験をまとめて文章化する。また、ペアワークで他己分
析も行う。 
（課題レポート①） 
 

◆課題レポート①を提出する。 
○「強みと弱み」を考える。（60 分） 

第 3 回 

自己 PR 
自分の「強みと弱み」について e-ポートフォリオを
活用してまとめ、文章化したものをプレゼンテーショ
ンする。 
（課題レポート②） 
 

◆課題レポート②を提出する。 
○希望する業種・業界・職種・企業などを想
定してくる（60 分） 
 

第 4 回 

履歴書・エントリーシートの作成(1) 
履歴書及び「志望動機・職業観」について文章化す
る。e-ポートフォリオを活用して、自身の経験・体験
と関連付けて文章化する。 
（課題レポート③） 
 

◆課題レポート③を提出する。 
○「将来展望」を考える（60 分） 

第 5 回 

エントリーシートの作成(2) 
「将来展望」について文章化する。自身の考えをまと
めて文章化する。 
（課題レポート④） 
 

◆課題レポート④を提出する。 
○フリープレゼンテーションについて考える
（60 分） 

第 6 回 

エントリーシートの作成(3) 
「フリープレゼンテーション」対策の文章化。まとめ
て文章化し、中間レポートにつながるように準備をす
る。 
エントリーシートに基づくプレゼンテーションを行
う。 

○中間レポートの準備を行う（120 分） 

第 7 回 
基礎学力対策(1) 
試験の種類と概要 
 

○中間レポート テーマ「（仮）あなた自身
を自由に表現してください」（提出は次回授
業時）(120 分)  
 

第 8 回 

基礎学力対策(2)   
◆言語領域：二語の対応関係」 非言語領域：「割
合」・｢文字式｣ 
kuis ドリルの問題に取り組む。 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 9 回 

基礎学力対策(3)  
◆言語領域：「語句の用法」 非言語領域：「割合」
「精算」「割引｣「分割払い｣ 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 10 回 基礎学力対策(4)  ★ノート pc 持参 



◆言語領域：「熟語の意味｣ 非言語領域：「損益算」
「速さ」「グラフと領域」「集合」 
 

○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 11 回 

基礎学力対策(5)  
◆言語領域「熟語の成り立ち」 非言語領域「表の読
み取り」「入出力装置」「経路図」 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に終了しない場合は宿題とする 
 

第 12 回 
基礎学力対策(6)  
◆模擬テスト マークシート形式 言語･非言語 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に完全解等できていない場合は宿題
とする 
 

第 13 回 

基礎学力対策(7)  
◆模擬テスト WEB テスティング形式・テストセン
ター形式  言語･非言語 
 

★ノート pc 持参 
○授業時に完成できていない場合は宿題とす
る 

第 14 回 

基礎学力対策(8) 
社会人として身につけておくべき時事問題や一般常識
について、再確認してみよう。 
 

○授業時に完成できない場合は宿題とする 
○総括試験の準備を行う。（120 分） 

第 15 回 
総括試験 
授業のまとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
Y51 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ （1/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏、老邑敬子、髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義等 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、社会人として基本的に必要な自己 PR 力、基礎学力及びビジネスマナ
ーについて、キャリア支援の観点から修得することを目的とします。 
【概要】具体的には、３人の教員により次の１〜３のキャリア支援内容を学修します。 
１ 自己分析と自己 PR(作文力)・・・高橋 
  就職活動において求められる自己 PR 文を作成するなど、文章による自己開示をトレー
ニン 
 グします。 
２ 基礎学力の確認・・・山本  
  就職活動においては、SPI 等の基礎学力検査によって社会人として最低限の思考力や一
般 
 教養が問われることになります。この種学力検査については、出題傾向を事前に研究し、
試 
 験の形式に慣れることで対処可能な部分も多いことから、そのためのトレーニングを行い
ま 
 す。 
３ ビジネスマナーの修得・・・老邑 
  職活動やキャリア形成においては、互いの意思疎通を図るコミュニケーション能力が重
要な要 
 素となります。「ビジネスマナー」は常識ある態度や行動の基本であると同時に、周囲の
人々へ 
 の思いやりでもあり、コミュニケーションを円滑に進めるための必要不可欠な知識と言え
ます。 
  この授業では、マナーをただ覚えるのではなく、「なぜ」「どうして」という視点から学
びま 
 す。社会人としての心構えや考え方、立ち居振る舞いや言葉づかいなどを修得し、自信を
持って 
 就職活動に取り組みましょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(2)社会的貢献性、の学修に関連して
います 
本科目の学習目標は次のとおりです 
① 自己分析を繰り返し、相手の求めに応じた文章を構成する能力を高める 
② 社会人として求められる基礎的な思考力、一般教養を身につける 
③ 基本的なビジネスマナーの体得（マナーを理解して自分のものにする） 
 

19.教科書・教材 必要に応じて配布 
20.参考文献  
21.成績評価 成績評価方法については、以下の通りです。 



高橋 
・自己 PR に向けての作文ワーク  ３０％ 
 (毎回違ったテーマで文章を作成×5) 
老邑  
・実技点（言葉遣い・姿勢・態度・ビジネスシーンでの立ち居振る舞い・）25％ 
・小テスト・確認テスト（基本的マナーの理解度をチェック）15％ 
山本（昌）  基礎学力確認試験（最終回） ３０％ 
注 第 １回~第 ５回内容  高橋担当      9/26〜10/31 
     第 ６回~第１０回内容    老邑担当       11/  7〜12/  5  
  第１１ 

22.コメント 

○授業中の活動が評価対象です。全力で講義にのぞみましょう。 
○授業中に完成しなかった問題について、授業外で学習し、次回までに提出するようにしま
しょう。 
○楽しく学んで「明日から実践できる！」ビジネスマナーを目指します。 
※ 高橋担当の講義回はノートパソコンを使用します。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 山本(月曜昼休み 2−203) 髙橋（⽕曜昼休み 2-207） 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

自分自身のキャリア（人生）において、譲れない価
値、実現したい生活、それを手に入れる手段は何かを
考えて、文章化する。＝自己分析の出発点として確認
してみる。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 
 

第 2 回 人生設計とマネープラン。 
お金の面から自分の理想の人生を値踏みする。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 3 回 
はたらく意義を再考。 
人生の価値と現実(金銭面)を踏まえて、働く意義をど
こに位置付けるかを考える。 

教室内ワークを踏まえて文章を仕上げる(-
2h) 

第 4 回 周囲の環境を分析する。 
自分が飛び込むことになる社会の将来像を考える。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 5 回 
現時点で表明できる自己 PR のポイントを到達点とし
て確定しておく。 

教室内ワークによって文章を仕上げる(2h) 

第 6 回 

キャリアとビジネスマナー（１） 
□ キャリアとは 
 ・自身が描くキャリアを考える 
□ ビジネスマナーとは 
 ・第一印象の重要性 
 ・身だしなみの基本とチェックポイント 
 ・挨拶とお辞儀 
 ・基本的な立ち方 
□ マナーとコミュニケーション 

 

第 7 回 

キャリアとビジネスマナー（２） 
□ 敬語について知り、正しく使い分ける 
 ・敬語の種類（尊敬語・丁寧語・謙譲語） 
 ・ビジネスの慣用表現 
 ・二重敬語と若者言葉 
 ・効果的なクッション言葉 

前回授業の理解度を確認する小テスト 



□ 前回授業の振り返り 
 

第 8 回 

キャリアとビジネスマナー（３） 
□  企業が求める人間像について 
□  面接のマナー 
 ・訪問〜受付〜控室の流れとマナー 
 ・入室〜面接〜退室の流れとマナー 
 ・質疑応答での話し方と聞き方 
□ 前回授業の理解度の確認 
 

前回授業の理解度を確認する小テスト 

第 9 回 

キャリアとビジネスマナー（４） 
□ ビジネスメールの基本 
 ・ルールに則ったビジネスメールの送信・受信を実
際に行う  
 ・プライベートメールとのやりとりとの違い。 
□ 電話の応対の基本 
□ 名刺の意味と交換について 
 

ラップトップパソコンを持参すること。実際
にメールを受信。応答を作成し、返信する。 

第 10 回 

キャリアとビジネスマナー（５） 
□ 実技テスト  
 ・全４回のまとめとして、総合的な習熟度を見るた
めの実技テスト 
□ レポート作成→提出 
  
 

前回授業で作成した名刺を持参すること。 

第 11 回 

基礎学力対策(1) 
◆「推論」 
    少ない情報から「必ず正しいと推論できる事
柄」を導き出そう  
 

Ｋuis ドリルのＳＰＩを活用して出題内容を
確認する（１ｈ） 

第 12 回 

[基礎学力対策(2)]  
◆「順列・組合せ」、「確率」 
  並べ方や組み合わせ方を求めたり、出現する確率
を導き出そう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 13 回 

[基礎学力対策(3)] 
◆「金銭の問題」、「ハジキ問題」 
  売り上げや損益、割引などのお金の出入りを求め
たり、距離や 
   速さ、 時間をはじき出そう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 14 回 

[基礎学力対策(4)] 
◆「言語分野」 
  敬語やことわざ、文章構成、⻑文など言語分野を
解こう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 15 回 
[基礎学力対策(5)] 
◆「試験の実施」 

 



   ４回の授業で学んだ言語・非言語分野の出題傾
向を理解して臨 
    もう 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
Y52 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ （2/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏、老邑敬子、髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義等 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、社会人として基本的に必要な自己 PR 力、基礎学力及びビジネスマナ
ーについて、キャリア支援の観点から修得することを目的とします。 
【概要】具体的には、３人の教員により次の１〜３のキャリア支援内容を学修します。 
１ 自己分析と自己 PR(作文力)・・・高橋 
  就職活動において求められる自己 PR 文を作成するなど、文章による自己開示をトレー
ニン 
 グします。 
２ 基礎学力の確認・・・山本  
  就職活動においては、SPI 等の基礎学力検査によって社会人として最低限の思考力や一
般 
 教養が問われることになります。この種学力検査については、出題傾向を事前に研究し、
試 
 験の形式に慣れることで対処可能な部分も多いことから、そのためのトレーニングを行い
ま 
 す。 
 ３ ビジネスマナーの修得・・・老邑 
  職活動やキャリア形成においては、互いの意思疎通を図るコミュニケーション能力が重
要な要 
 素となります。「ビジネスマナー」は常識ある態度や行動の基本であると同時に、周囲の
人々へ 
 の思いやりでもあり、コミュニケーションを円滑に進めるための必要不可欠な知識と言え
ます。 
  この授業では、マナーをただ覚えるのではなく、「なぜ」「どうして」という視点から学
びま 
 す。社会人としての心構えや考え方、立ち居振る舞いや言葉づかいなどを修得し、自信を
持って 
 就職活動に取り組みましょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(2)社会的貢献性、の学修に関連して
います 
本科目の学習目標は次のとおりです 
① 自己分析を繰り返し、相手の求めに応じた文章を構成する能力を高める 
② 社会人として求められる基礎的な思考力、一般教養を身につける 
③ 基本的なビジネスマナーの体得（マナーを理解して自分のものにする） 
 

19.教科書・教材 必要に応じて配布 
20.参考文献  
21.成績評価 成績評価方法については、以下の通りです。 



高橋 
・自己 PR に向けての作文ワーク  ３０％ 
 (毎回違ったテーマで文章を作成×5) 
老邑  
・実技点（言葉遣い・姿勢・態度・ビジネスシーンでの立ち居振る舞い・）25％ 
・小テスト・確認テスト（基本的マナーの理解度をチェック）15％ 
山本（昌）  基礎学力確認試験（最終回） ３０％ 
注 第 １回~第 ５回内容  高橋担当    12/12〜  1/30 
     第 ６回~第１０回内容    老邑担当         9/26〜10/31   
  第１１ 

22.コメント 

○授業中の活動が評価対象です。全力で講義にのぞみましょう。 
○授業中に完成しなかった問題について、授業外で学習し、次回までに提出するようにしま
しょう。 
○楽しく学んで「明日から実践できる！」ビジネスマナーを目指します。 
※ 高橋担当の講義回はノートパソコンを使用します。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：  山本(月曜昼休み 2−203) 髙橋（⽕曜昼休み 2-207） 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

自分自身のキャリア（人生）において、譲れない価
値、実現したい生活、それを手に入れる手段は何かを
考えて、文章化する。＝自己分析の出発点として確認
してみる。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 
 

第 2 回 人生設計とマネープラン。 
お金の面から自分の理想の人生を値踏みする。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 3 回 
はたらく意義を再考。 
人生の価値と現実(金銭面)を踏まえて、働く意義をど
こに位置付けるかを考える。 

教室内ワークを踏まえて文章を仕上げる(-
2h) 

第 4 回 周囲の環境を分析する。 
自分が飛び込むことになる社会の将来像を考える。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 5 回 
現時点で表明できる自己 PR のポイントを到達点とし
て確定しておく。 

教室内ワークによって文章を仕上げる(2h) 

第 6 回 

キャリアとビジネスマナー（１） 
□ キャリアとは 
  ・自身が描くキャリアを考える 
□ ビジネスマナーとは 
 ・第一印象の重要性 
 ・身だしなみの基本とチェックポイント 
 ・挨拶とお辞儀 
 ・基本的な立ち方 
□ マナーとコミュニケーション 

 

第 7 回 

キャリアとビジネスマナー（２） 
□  敬語について知り、正しく使い分ける 
 ・敬語の種類（尊敬語・丁寧語・謙譲語） 
 ・ビジネスの慣用表現 
 ・二重敬語と若者言葉 
 ・効果的なクッション言葉 

前回授業の理解度を確認する小テスト 



□ 前回授業の振り返り 
 

第 8 回 

キャリアとビジネスマナー（３） 
□ 企業が求める人間像について 
□ 面接のマナー 
 ・訪問〜受付〜控室の流れとマナー 
 ・入室〜面接〜退室の流れとマナー 
 ・質疑応答での話し方と聞き方 
□ 前回授業の理解度の確認 
 

前回授業の理解度を確認する小テスト 

第 9 回 

キャリアとビジネスマナー（４） 
□ ビジネスメールの基本 
 ・ルールに則ったビジネスメールの送信・受信を実
際に行う 
 ・プライベートメールとのやりとりとの違い。 
□ 電話の応対の基本 
□ 名刺の意味と交換について 
 

ラップトップパソコンを持参すること。実際
にメールを受信。応答を作成し、返信する。 

第 10 回 

キャリアとビジネスマナー（５） 
□ 実技テスト  
 ・全４回のまとめとして、総合的な習熟度を見るた
めの実技テスト 
□ レポート作成→提出 
 

前回授業で作成した名刺を持参すること。 

第 11 回 

基礎学力対策(1) 
◆「推論」 
    少ない情報から「必ず正しいと推論できる事
柄」を導き出そう  
 

Ｋuis ドリルのＳＰＩを活用して出題内容を
確認する（１ｈ） 

第 12 回 

[基礎学力対策(2)]  
◆「順列・組合せ」、「確率」 
  並べ方や組み合わせ方を求めたり、出現する確率
を導き出そう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 13 回 

[基礎学力対策(3)] 
◆「金銭の問題」、「ハジキ問題」 
  売り上げや損益、割引などのお金の出入りを求め
たり、距離や 
   速さ、 時間をはじき出そう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 14 回 

[基礎学力対策(4)] 
◆「言語分野」 
  敬語やことわざ、文章構成、⻑文など言語分野を
解こう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 15 回 
[基礎学力対策(5)] 
◆「試験の実施」 
   ４回の授業で学んだ言語・非言語分野の出題傾

 



向を理解して臨 
    もう 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
Y53 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ （3/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏、老邑敬子、髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義等 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、社会人として基本的に必要な自己 PR 力、基礎学力及びビジネスマナ
ーについて、キャリア支援の観点から修得することを目的とします。 
【概要】具体的には、３人の教員により次の１〜３のキャリア支援内容を学修します。 
１ 自己分析と自己 PR(作文力)・・・高橋 
  就職活動において求められる自己 PR 文を作成するなど、文章による自己開示をトレー
ニン 
 グします。 
２ 基礎学力の確認・・・山本  
  就職活動においては、SPI 等の基礎学力検査によって社会人として最低限の思考力や一
般 
 教養が問われることになります。この種学力検査については、出題傾向を事前に研究し、
試 
 験の形式に慣れることで対処可能な部分も多いことから、そのためのトレーニングを行い
ま 
 す。 
３ ビジネスマナーの修得・・・老邑 
  職活動やキャリア形成においては、互いの意思疎通を図るコミュニケーション能力が重
要な要 
 素となります。「ビジネスマナー」は常識ある態度や行動の基本であると同時に、周囲の
人々へ 
 の思いやりでもあり、コミュニケーションを円滑に進めるための必要不可欠な知識と言え
ます。 
  この授業では、マナーをただ覚えるのではなく、「なぜ」「どうして」という視点から学
びま 
 す。社会人としての心構えや考え方、立ち居振る舞いや言葉づかいなどを修得し、自信を
持って 
 就職活動に取り組みましょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(2)社会的貢献性、の学修に関連して
います 
本科目の学習目標は次のとおりです 
① 自己分析を繰り返し、相手の求めに応じた文章を構成する能力を高める 
② 社会人として求められる基礎的な思考力、一般教養を身につける 
③ 基本的なビジネスマナーの体得（マナーを理解して自分のものにする） 
 

19.教科書・教材 必要に応じて配布 
20.参考文献  
21.成績評価 成績評価方法については、以下の通りです。 



高橋 
・自己 PR に向けての作文ワーク  ３０％ 
 (毎回違ったテーマで文章を作成×5) 
老邑  
・実技点（言葉遣い・姿勢・態度・ビジネスシーンでの立ち居振る舞い・）25％ 
・小テスト・確認テスト（基本的マナーの理解度をチェック）15％ 
山本（昌）  基礎学力確認試験（最終回） ３０％ 
注 第 １回~第 ５回内容  高橋担当    11/  7〜12/  5 
     第 ６回~第１０回内容    老邑担当       12/12〜  1/30 
  第１１回 

22.コメント 

○授業中の活動が評価対象です。全力で講義にのぞみましょう。 
○授業中に完成しなかった問題について、授業外で学習し、次回までに提出するようにしま
しょう。 
○楽しく学んで「明日から実践できる！」ビジネスマナーを目指します。 
※ 高橋担当の講義回はノートパソコンを使用します。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：  山本(月曜昼休み 2−203) 髙橋（⽕曜昼休み 2-207） 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

自分自身のキャリア（人生）において、譲れない価
値、実現したい生活、それを手に入れる手段は何かを
考えて、文章化する。＝自己分析の出発点として確認
してみる。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 
 

第 2 回 人生設計とマネープラン。 
お金の面から自分の理想の人生を値踏みする。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 3 回 
はたらく意義を再考。 
人生の価値と現実(金銭面)を踏まえて、働く意義をど
こに位置付けるかを考える。 

教室内ワークを踏まえて文章を仕上げる(-
2h) 

第 4 回 周囲の環境を分析する。 
自分が飛び込むことになる社会の将来像を考える。 

教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 5 回 
現時点で表明できる自己 PR のポイントを到達点とし
て確定しておく。 

教室内ワークによって文章を仕上げる(2h) 

第 6 回 

キャリアとビジネスマナー（１） 
□ キャリアとは 
 ・自身が描くキャリアを考える 
□ ビジネスマナーとは 
 ・第一印象の重要性 
 ・身だしなみの基本とチェックポイント 
 ・挨拶とお辞儀 
 ・基本的な立ち方 
□ マナーとコミュニケーション 
 

 

第 7 回 

キャリアとビジネスマナー（２） 
□ 敬語について知り、正しく使い分ける 
 ・敬語の種類（尊敬語・丁寧語・謙譲語） 
 ・ビジネスの慣用表現 
 ・二重敬語と若者言葉 

前回授業の理解度を確認する小テスト 



 ・効果的なクッション言葉 
□ 前回授業の振り返り 
 

第 8 回 

キャリアとビジネスマナー（３） 
□ 企業が求める人間像について 
□ 面接のマナー 
 ・訪問〜受付〜控室の流れとマナー 
 ・入室〜面接〜退室の流れとマナー 
 ・質疑応答での話し方と聞き方 
□ 前回授業の理解度の確認 
 

前回授業の理解度を確認する小テスト 

第 9 回 

キャリアとビジネスマナー（４） 
□ ビジネスメールの基本 
 ・ルールに則ったビジネスメールの送信・受信を実
際に行う 
 ・プライベートメールとのやりとりとの違い。 
□ 電話の応対の基本 
□ 名刺の意味と交換について 
 

ラップトップパソコンを持参すること。実際
にメールを受信。応答を作成し、返信する。 

第 10 回 

キャリアとビジネスマナー（５） 
□ 実技テスト  
 ・全４回のまとめとして、総合的な習熟度を見るた
めの実技テスト 
□ レポート作成→提出 
  
 

前回授業で作成した名刺を持参すること。 

第 11 回 

基礎学力対策(1) 
◆「推論」 
    少ない情報から「必ず正しいと推論できる事
柄」を導き出そう  
 

Ｋuis ドリルのＳＰＩを活用して出題内容を
確認する（１ｈ） 

第 12 回 

[基礎学力対策(2)]  
◆「順列・組合せ」、「確率」 
  並べ方や組み合わせ方を求めたり、出現する確率
を導き出そう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 13 回 

[基礎学力対策(3)] 
◆「金銭の問題」、「ハジキ問題」 
  売り上げや損益、割引などのお金の出入りを求め
たり、距離や 
   速さ、 時間をはじき出そう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 14 回 

[基礎学力対策(4)] 
◆「言語分野」 
  敬語やことわざ、文章構成、⻑文など言語分野を
解こう  
 

返却された小テストと解説を使って問題を解
く感覚を養う（１h） 

第 15 回 [基礎学力対策(5)]  



◆「試験の実施」 
   ４回の授業で学んだ言語・非言語分野の出題傾
向を理解して臨 
    もう 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
Y54 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山美佐子 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
英語コミュニケーション学科 
国際コミュニケーション学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義、実技、 
ペアワーク、 
グループディスカッション、 
プレゼンテーション、 
視聴覚教材使用。 

16.履修制限 「仕事とキャリア形成Ⅰ」が受講済であることが望ましい。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業の目的は、単なる就職活動対策講座ではなく、基本的なキャリア理論をベースに、キ
ャリアディベロップメントの基本的な考え方を身につけ、人生をどう作っていくのか、将来
を見通して自分を育成する力をつけることを目的とする。 
【概要】 
〇キャリアアイデンティティの自己理解と、将来へのアダプタビリティを意識し、今後何を
自分の身につけていくのかを、様々なワークを通して身につけていく。 
〇希望通りの未来の自分の姿を手に入れるためには、そのプロセス上でインターンシップ選
考や就職選考を見据えた試験対策もせざるを得ないのも現実である。キャリアデザインを中
心に置きつつ、グループディスカッション面接、個人面接、グループ面接等、就職活動に勝
ち残るコツと技術を身につけていく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディブロマポリシー）の（１）自律性、（５）コミュニケーショ
ンスキルの学修に関連しています。 
①人生のとらえ方、仕事のとらえ方、自分と仕事との関係性を多面的に見つめ、柔軟性のあ
るキャリアのとらえ方と考え方を身につける。 
②自身の強み・興味関心・価値観等を、自己理解し自己肯定感を持つとともに、エントリー
シートや PR シート等の文章に書いたり、面接等で口頭でプレゼンテーションができる。 
③自己理解と業界・職業理解を合わせて、志望動機を言葉で表現できる。 
④グループディスカッション面接で 

19.教科書・教材 
適宜、資料を、紙または webclass にて配布します。 
 

20.参考文献 

●「要点マスター！就活マナー」（最新版）美土路雅子 マイナビ出版 
●「働く女性 ほんとの格差 石塚由紀夫 日本経済新聞出版社 
●「超訳ライフシフト 100 年時代の人生戦略」 リンダ・グラットン他著 東洋経済社 
●「世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方」 八木仁平 KADOKAWA 
●「女子学生のキャリアデザイン【三訂版】」 野村康則ほか著 水曜社 
●「日本人が知らない世界標準の働き方」 谷本真由美著 PHP 研究所 
●「プレステップキャリアデザイン第 5 版」 岩井洋ほか著 弘文堂 
●「1 分で話せ」伊藤羊一 

21.成績評価 
面接実習テストと、グループディスカッション型面接 30% 【学習目標②③④】 
授業内プレゼンテーション 20% 【学習目標②③】 



提出物 20% 【学習目標①②③】 
テーマを決めて研究発表（最終課題：詳細は授業内に伝えます） 30% 【学習目標
①②⑤】 

22.コメント 

体験で学習しないと、身につかない、グループディスカッション形式の就職試験に合格でき
るスキルを身につけたい人、広い視野で人生を考えたい人、また、主に企業への就職を考え
ている人に効果的な授業です。 
体験型の授業ですので、欠席すると、その 90 分間の損失は大きいです。全出席するとしっ
かりと力がつきます。 
※パソコンやタブレットなど、大き目の画面で資料やネット情報を見たり、記入できる準備
を推奨します。 
※.受講者の理解度、世の中のトレンド、その他の理由で、講座内容に変更が生じる場合があ
ります。その場合、授業内、また 

23.オフィスアワー 
〇授業内に質疑応答の時間が無かった場合、授業の前後、また、Webclass のメッセージな
どで、授業の内容についての質問に対応します。 
〇授業についての連絡は、webclass の「お知らせ」「タイムライン」でお伝えします。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

●オリエンテーション 
 ・授業の進め方 ・目標などの共有  
●自己紹介のポイントとコツ 
●相手にどのような印象を残すのかを意識した挨拶と
自己紹介 
 

●この授業のためのノートを一冊用意する。
（B5 以上の大きさのもの） 
●働くことについて、一つのテーマを決めて
の研修発表に向け、テーマを探し始める 

【第 2 回】 

●キャリアとは 
●仕事とキャリアの関係 
 キャリア理論紹介：特性論と学習論 
【実習・ワーク】 
表現力をアップするグループワーク 
「はぁって言うゲーム」体験 
 

●この授業専用のノート 
 

【第 3 回】 

●聴き方トレーニング と、構造的な話し方トレーニ
ング 
 ・就職面接などで、話を聴く態度・表情・視線・姿
勢 
 ・質問に答えるときの構成 
【実習・ワーク】 
 ・リフレクションカードを使って、面接官役と、受
験者役になり、 
  聴き方と、話し方を実習する 
 

●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 

【第 4 回】 

●自己理解 
   サビカスの理論：Golden Thread（金糸）(=自分
のライフテーマ)を見つけるルーツを使って、小学生
から振り返って話す（ナラティブ）ワーク 
 小学生から大学生までの自分の拠り所となってきた
強みと価値観の発見。 
【実習・ワーク】 
●教材「人生すごろく 金の糸」でグループワーク  
●今までの人生を通して、変わらない「自分らしさ」

●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 
 



を抽出し、話してみる。 

【第 5 回】 

●プレゼンテーションの基本 
 PREP 法と SDS 法 
【実習・ワーク】 
 気になったニュース、時事問題について、プレゼン
テーション 
●自己理解 
 パーソナリティカードを使って、強み・弱みの抽出 
 弱み克服「リフレーミング」ワーク 

●自分の金の糸は何か、をまとめておく 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 

【第 6 回】 

●自己理解・他者理解 
 ソーシャルスタイルより、4 つのタイプを軸に自分
のパーソナリティと、コミュニケーションのくせ、仕
事の進め方のクセ、人との快適な距離感、仕事をする
ときのチームとの関わり方について、自己理解を進め
る。 

●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する  
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 

【第 7 回】 

●自己理解・他者理解・他者適応 
 4 つのタイプ別自己理解の続き。 
 DVD で客観的に 4 つのタイプを視聴し、自己理解
を進めるとともに、他者からはどう見えるのかを客観
的に知る。 
 他者からどう見えるのかを知ることで、面接のとき
などに、どこを意識しておくのかが理解できる。  
 

●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する   
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 

【第 8 回】 

●グループディスカッション面接対策① 
 ・グループディスカッションの基本と流れ 
 ・グループディスカッションの種類 
 ・「試験」としてのグループディスカッションの面
接官の視点と評価 
 ・やってはいけないこと、やらないほうがいいこ
と、やるべきこと。 
●グループディスカッション体験 

●「業界地図」より、気になる業界のページ
をコピーしておく。 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する  
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 

【第 9 回】 

●グループディスカッション面接対策② 
  ・チームワークタイプのグループディスカッショ
ン体験と振り返り 
  ・コンセンサスタイプのグループディスカッショ
ンとグループプレゼンテーション 

●「業界地図」より、気になる業界のページ
をコピーしておく。なぜその業界が気になる
のか、言語化しておく。 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 

【第 10 回】 

●グループディスカッション面接対策③ 
 ・評価者視点でグループディスカッションを審査し
てみる 
 ・採用試験の採用面接官目線の評価体験 
 ・ディベートタイプのグループディスカッション体
験  
●グループディスカッションの振り返り 

●「業界地図」より、気になる業界のページ
をコピーしておく。なぜその業界が気になる
のか、言語化しておく。 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する   
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 

【第 11 回】 
●業界研究・企業研究・職種について 
 ・何を知るのか 
   それぞれでわかることと、わからないこと 

●気になる業界・企業・職種について、調査
し、まとめておく。 
●一週間のニュース・時事問題で気になった



 ・グループ研究と発表 
●筆記試験について 
 ・主な筆記試験の種類 
 ・SPI の問題を解いてみる。 
 ・SPI 無料学習サイトなど  
 

ことのまとめ 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 

【第 12 回】 

●応募書類の書き方 
 ・履歴書の書き方 
 ・エントリーシートの書き方 
 ・志望動機の書き方 
 ・イレギュラーなエントリーシート対策 
 ・「書く」と「話す」の違い 
 ・落ちる書類の傾向とその理由 
     
 

●応募書類の書き方について書かれた本など
を調べて準備してくる 
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 

【第 13 回】 

●面接対策① 
 ・1 対 1 面接 
   マナーと答え方 
 ・グループ面接 
   1 対 1 面接との違い 
   マナーと答え方 
 

●インターンシップの志望先などを想定し
て、履歴書とエントリーシートを作成してく
る 
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 

【第 14 回】 

●面接実技テスト 
  ・面接時のマナーができているか 
  ・質問されたことに的確に答えているか 
  ・構造的に答えられているか 
  ・志望動機に熱意が感じられるか 
  ・自己 PR が客観的に納得できるものか 
 他者の評価をすることで、自らの改善ポイントに気
づく 

●ライフラインチャートを仕上げてくる 
●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 

【第 15 回】 

●実技テスト 
 最終プレゼンテーション 
  ※テーマについては、授業内で案内します。 
●総復習と質疑応答 
 

●一週間のニュース・時事問題で気になった
ことのまとめ 
●先週の授業で気づいたことをノートに書い
ておく 
●この授業専用のノートは毎回持参する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE202-
Y55 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
人間学総合教育科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■「仕事とキャリア形成Ⅰ」で学んだことがらをいかし、ワークショップ形式により様々な
ケースについて職業理解研究を行う。 
■２１世紀に入り、我が国の社会構造も大きく変化し少子高齢社会へと向かっている。その
中で学校教育から職業生活への移行について考え、職業についての理解を深める。 
■社会人基礎力について、様々な社会人経験者の話を聞き、実践的に学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・知識と経験の総合化 
これまでに学修した知識や経験をまとめて、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、自
己分析をすることができる。 
本科目の学修目標は DP（ディプロマポリシー）の?自律性?問題発見・解決力の学修に関連
しています。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。 
② キャリア教育の一科目であることを自覚し、遅刻や早退をせずに出席して、個人、グル
ープ、クラス全体の学習活動を遂行することができる。 
③ 自分の性格や価値観を客観的に把握し、将来のキャリア像を実現するための具体的な計
画を 

19.教科書・教材 
■必要に応じて参考書を紹介もしくは資料を配付する。 
 

20.参考文献 
日本経済新聞 
東洋経済 
 

21.成績評価 
■ ワークシートの作成      60％  
■ リフレクションシート       40% 
 

22.コメント 
・社会に対する視野を広げ、様々な問題について関心を深めよう。そのためには、新聞を読
んだり、ニュースを見て自分なりの考えをまとめてみよう。 
・コロナウイルス対策として、原則対面であるが常にパソコンを持参のこと。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

オリエンテーション 
■ 学校教育と職業生活との接続について 
■ ポートフォリオの意義とベンチマーク 
 

〇 「仕事とキャリア形成Ⅰ」の復習  
150 分 
〇 e-portfolio の作成  60 分 
〇 本時の復習  30 分 
 

【第 2 回】 
社会人基礎力 
■ これが、就職の現実だ！ 
  キャリアセンター藤井次⻑特別講義 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組



 ・さぁ、準備を始めよう！ 
 

織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分  
 

【第 3 回】 

社会人基礎力 
■これが、会社の現実だ！ 
 浜崎学⻑特別補佐、特別講義 
 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分  
 

【第 4 回】 

就活準備スタートアップ講座 ~早期に就活を意識す
る~ 
マイナビ 
 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分 

【第 5 回】 

公共職業安定所の業務 
■ ハローワークの実際 
■ 最近の就職状況 他 
 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分  
 

【第 6 回】 
仕事・就活とは何か  
オフィスビギン柳本周介氏 

〇 今日学修した事柄について整理する。 
60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分 

【第 7 回】 業界研究① 
（航空業界） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分  
 

【第 8 回】 
業界研究② 
（鉄道業界） 
 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分  
 

【第 9 回】 
業界研究③ 
（テーマパーク） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ



る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第 10 回】 業界研究④ 
（旅行業界） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第 11 回】 
業界研究⑤ 
（地方活性） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第１2 回】 
業界研究⑥ 
（水族館） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第 13 回】 
業界研究⑦ 
（アストドア・駅） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第１4 回】 
業界研究⑧ 
（寺社芸術文化・城） 
 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

【第１5 回】 
業界研究⑨ 
（旅館） 

今日見た動画を参考にして、様々な職業につ
いて考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE203-
Y51 

2.科目名 ファシリテーション演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
課題に直結するため、コミュニケーション
演習、社会・集団・家族心理学を履修して
いることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 

教育効果および高校側のクラスサイズを考え、履修者を１０〜２０名程度に制限する。 
高校への訪問、授業実践という特殊な授業であり、責任をともなうため、履修者を厳選す
る。 
学生メンター、COC、OC スタッフ、あじあん祭実行委員、学生会などの経験者を優先す
る。 
※課題として、最終的に水曜３〜５限目に高校に授業を実施しにいきます。 
 他のかぶっている授業を休んで、これに参加しても原則公欠にはなりません。 

17.授業の目的と概要 

ファシリテーションとは、会議やディスカッション等の知的相互作用を促進する働きです。
チームを引っ張るリーダーシップは大事ですが、集団活動の流れを管理し、成果を高めるた
めの効率的な支援力も重要です。この授業では、コミュニケーションスキルといったソーシ
ャルスキル教育の基礎を学ぶとともに、高校生に対するソーシャルスキル教育の実践及び振
返りを通して、「リーダーシップ」の在り方,ファシリテーションスキルを身につけます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
グループワークを中心としたチーム活動を通して、各個人それぞれが、権限なきリーダーシ
ップを踏まえ、柔軟なコミュニケーション力,ファシリテーションスキルを高める。 
①自分の言動、活動をふりかえり、自身のスキルを把握し、次回に生かす認知的なコミュニ
ケーション力、ファシリテーションをとることができるようになる（ソーシャルス 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 原田恵理子著 高校生のためのソーシャルスキル教育 ナカニシヤ出版 2013 年 

21.成績評価 

①授業中の発表・討議・質疑応答：30％【学習目標①②】 
②グループワーク及び学外活動での成果：40％【学習目標①③】 
③プログラム案（教授案）の提出：30％（e ポートフォリオに成果掲載を含む）【学習目標
①】 

22.コメント 

・高校生 20〜30 人を対象に心理学・ソーシャルスキルに関する講義・演習を一人で行いま
す。 
・実践する授業内容をクラスで毎週、随時、会議・調整を行っていきます。 
※人間心理学科のコミュニケーション演習、社会心理学を履修している前提で授業を行いま
す。  
※高校生の授業において教師として授業を行うため、責任が問われます。 
※遅刻・欠席は許されません。 
【スケジュール】少し変則的に進みます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
リーダーとは何か、理想のリーダー像の探求 
ファシリテーションとは何か 

 

第 2 回 ソーシャルスキル教育に関する調べ学修①  
第 3 回 ソーシャルスキル教育に関する調べ学修②  
第 4 回 ソーシャルスキルプログラムの作成  
第 5 回 ソーシャルスキルプログラムの作成  
第 6 回 ソーシャルスキルプログラムの作成  
第 7 回 ソーシャルスキル教育の実践演習①  
第 8 回 ソーシャルスキル教育の実践演習②  
第 9 回 ソーシャルスキル教育の実践演習③  
第 10 回 ソーシャルスキル教育の実践演習④  

第 11 回 高校生に対する Teaching を通して、リーダーシップ
スキル実践 

 

第 12 回 

 
高校生に対する Teaching を通して、リーダーシップ
スキル実践  
 

 

第 13 回 
高校生に対する Teaching を通して、リーダーシップ
スキル実践  

第 14 回 グループ内のフィードバック  

第 15 回 
自分の課題、グループの課題の振り返り、クロージン
グ。  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE204 2.科目名 公務員養成演習Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本昌宏、神垣一規 

5.授業科目の区分 自由科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
特になし。 
ただし，資格専門学校 TAC が提供するオンデマンド講座を受講するため，その受講料
22,000 円を負担することが求められる。 

17.授業の目的と概要 

＜目的＞ 
公務員として稼働することの意味を理解し，その採用試験合格に向けて基礎学力の向上を図
る。 
＜概要＞ 
本学の実務家教員，現職の OB・OG から公務員として望まれる資質，心構え等の講義をオ
リエンテーションを含め３回提供する。また，受講生は資格専門学校 TAC の提供するオン
デマンドによる遠隔講座を受講する。毎週新しい教材が提供され、自身のペースで繰り返し
学習できる(遠隔講座は翌年の 10 月末まで利用可能)。学びのペースを確認するため、専門
学校スタッフによる遠隔でのホームルームを３回行う。Google Classroom などを使用して
の質疑応答の機会が提供される。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜学修目標＞ 
①公務員の仕事について理解を深める。 
②公務員採用試験に向けて基礎学力を身に付ける。 

19.教科書・教材 教材は毎週 TAC からオンデマンドで提供される。 
20.参考文献 必要に応じて参考書を紹介する。 

21.成績評価 

本科目の評価は単位認定の可否で行われるため GP はつきません。 
そのため，本科目の成績は GPA には影響がなく，卒業要件にも含まれません。 
単位認定は以下の基準によって判断します。 
①授業３回分の感想レポート提出 
②TAC の受講料を納付していること（22,000 円） 

22.コメント 受講料は期限内に必ず支払うようにしてください。 

23.オフィスアワー 
神垣：月曜昼（研究室オフィスアワー），月曜２限（センタープログラム） 
山本昌：月曜昼（研究室オフィスアワー），月曜４限（センタープログラム） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回 ガイダンス 課題：レポートの提出 
２回 実務教員による公務員に関する講義 課題：レポートの提出 
３回 全体のまとめ 課題：レポートの提出 
   
 TAC による遠隔ホームルーム３回実施  

 
毎週公開されるオンデマンド教材によって学習を進め
る。 
必要に応じて Google Classroom による質疑応答 

一つの教材につき，３時間から６時間の学習
時間を確保する。 

   
   
   



   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE301-
Y01 

2.科目名 公務員養成演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏、神垣一規 

5.授業科目の区分 自由科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 公務員養成演習Ⅰを受講していることが望
ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
特になし。 
ただし，資格専門学校 TAC が提供するオンデマンド講座を受講するため，その受講料
66,000 円を負担することが求められる。 

17.授業の目的と概要 

＜目的＞ 
公務員として稼働することの意味を理解し，その採用試験合格に向けて計画的に学習する習
慣を身に付ける。 
＜概要＞ 
本学の実務家教員、現職の OB・OG による、警察官・消防官・自衛官・法務教官・地方公
務員行政職に関わる現状や望まれる資質、心構え等についての講義を提供する。これらの業
種のうち関心のある講義を１つ以上受講することに加え，オリエンテーション・総括回を受
講する。さらに，資格専門学校 TAC の提供するオンデマンドによる遠隔講座を受講する。
毎週新しい教材が提供され、自身のペースで繰り返し学習できる(遠隔講座は翌年の 10 月
末まで利用可能)。学びのペースを確認するため、専門学校スタッフによる遠隔でのホーム
ルーム(8 回)を行い、模擬試験を実施する(4 回)。Google Classroom などを使用しての質疑
応答の機会が提供される。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜学修目標＞ 
①公務員の仕事について理解を深める。 
②公務員採用試験に向けて計画的に取り組む習慣を身に付ける。 

19.教科書・教材 教材は毎週 TAC からオンデマンドで提供される。 
20.参考文献 必要に応じて参考書を紹介する。 

21.成績評価 

本科目の評価は単位認定の可否で行われるため GP はつきません。 
そのため，本科目の成績は GPA には影響がなく，卒業要件にも含まれません。 
単位認定は以下の基準によって判断します。 
①ガイダンス，まとめ回分の感想レポート提出 
②講義１〜５の中で受講した講義の感想レポート提出 
②TAC の受講料を納付していること（66,000 円） 

22.コメント 受講料は期限内に必ず支払うようにしてください。 

23.オフィスアワー 
神垣：月曜昼（研究室オフィスアワー），月曜２限（センタープログラム） 
山本昌：春学期（⽕曜昼・研究室オフィスアワー，⽕曜４限・センタープログラム） 
    秋学期（月曜昼・研究室オフィスアワー，月曜４限・センタープログラム） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回 ガイダンス 課題：レポートの提出 

２回 
実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
１（警察官） 

課題：レポートの提出（講義１〜５までの中
で出席した講義について提出） 

３回 
実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
２（消防官）  

４回 実務教員および OB・OG による公務員に関する講義  



３（自衛官） 

５回 実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
４（法務教官・技官） 

 

６回 
実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
３（地方公務員，行政職） 

 

７回 全体のまとめ 課題：レポートの提出 
   
 TAC による遠隔ホームルーム８回実施  

 
毎週公開されるオンデマンド教材によって学習を進め
る。 
必要に応じて Google Classroom による質疑応答 

一つの教材につき，３時間から６時間の学習
時間を確保する。 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI304-
Y51 

2.科目名 犯罪関連法論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 
警察分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年生〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
１年生春学期開講科目「犯罪学概論」を履
修済みであることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、刑法及び刑事訴訟法を中心とした犯罪への対処実態を理解し身につけ
ることを目的とします。 
【概要】刑法については、犯罪と刑罰に関する共通ルールである刑法総論を中心として、ま
た、刑事訴訟法については、犯罪の捜査、裁判の手続きなど刑罰法令の適用・実現に必要な
手続きについて学びます。また、近時問題となっているいじめ問題や暴力団対策等に関する
法令などについても学修します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ﾎﾟﾘｼｰ)の (2)社会貢献生、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです 
°   刑法及び刑事訴訟法の仕組みが理解できるようになる 
?   事例を基に犯罪の成立要件を考えることにより、法的思考力が会得できる 
?   社会の一員として守るべき法規範を理解することができる 

19.教科書・教材 授業時に配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 
・中間効果測定 35％       刑法総論及び刑事訴訟法等の理解状況に関するテスト 
・総括効果測定 45％    各種犯罪の規定及び反社会的集団への対処要領に関するテスト 
・部外講師授業への取り組み 20％（10％×2 回） 感想書の提出による 

22.コメント 
? 警察官や刑務官等公務員を志望する学生は、受講してください。 
? 第 30 回授業は、最終日の第 3 限に行います。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 月曜 昼休み（神⼾山手ｷｬﾝﾊﾟｽ  2−203 号室） 
センタープログラム（警察・消防官志望者へのアドバイス） 
          ： 月曜４限（神⼾山手ｷｬﾝﾊﾟｽ・学修支援コーナー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回   
第２回 

① オリエンテーション（自己紹介、授業の進め方） 
       刑法の仕組みと、刑事手続きに触れてみま
す 
② 刑法へのアプローチ①   刑法とは何なのかを
考え、基礎的 
   な考え方から重要な原則について概括的に学び
ます 

第２回 刑法の条文に目を通し、どのような
構成になっているのかを理解する 

第３回   
第４回 

③ 刑法へのアプローチ②   刑罰の種類や科刑の
考え方、執行 
    猶予制度について学びます 
               
④ 刑法へのアプローチ③   刑罰用語、弁護人制
度及び刑罰の 

第３回    関係する刑法の条文に目を通す 
第４回  関係する刑法の条文に目を通す 



    目的について学びます 

第５回   
第６回 

⑤ 刑法へのアプローチ④   死刑存置論と廃止
論、犯罪の成立 
    要件（構成要件該当性・違法性阻却事由）に
ついて学びま 
    す 
⑥ 刑法へのアプローチ⑤   犯罪の成立要件（有
責性）、過失 
    犯、法律の錯誤及び親告罪について学びます
について学び 
    ます 

第５回 関係する刑法の条文に目を通す 
第６回 関係する刑法の条文に目を通す 

第７回   
第８回 

⑦ 刑法へのアプローチ⑥   未遂犯、共犯及び個
別の罪（殺人 
    罪等）につ いて学びます 
⑧ 捜査の開始   捜査の開始について、捜査機関
自らの体験に 
    よる場合と他人の体験の聴取による場合につ
いて学びます 
 

第７回 関係する刑法の条文に目を通す目を
通す 
第８回 関係する刑法の条文に目を通す 

第 ９回   
第１０回 

⑨ 捜査の主体   警察官と検察官の関係、特別司
法警察職員等 
    について学びます 
⑩ 任意捜査   任意捜査の原則と関係規程（警察
法、警察官職 
    務執行法等）について学びます 

第９回 関係する刑事訴訟法の条文に目を通
す 
第１０回 関係する刑事訴訟法の条文に目を
通す 

第１１回   
第１２回 

⑪ 強制捜査   刑事訴訟法が認めている強制処分
（強制捜査 
     法廷主義）及び被疑者・被告人保護の仕組
みなどについ 
     て学びます 
              ＊  中間期のまとめ 
⑫ 警察本部講義   兵庫県警察本部 から講義に
来ていただ 
          きます（未定） 

第 11 回 関係する刑事訴訟法の条文に目を
通す 
第 12 回 講演で学んだ事柄に関する法令を
確認する 

第１３回   
第１４回 

⑬ 中間期における効果測定 
⑭ 科学捜査と冤罪事件など①/２   犯罪捜査へ
の科学技術の活 
     用（ＤＮＡ型鑑定、画像識別システム、プ
ロファイリン 
     グ、デジタルフォレンジック及びスプリン
グ８）につい 
     て学びます 

 

第１５回   
第１６回 

⑮  科学捜査と冤罪事件など②/２   冤罪事件
の予防、冤罪か 
      らの回復手段及び冤罪事例からの教訓な
どについて学 
      びます  
⑯  事件の送致   送致に至る事件の流れ、捜査

第 15・16 回 関係する刑事訴訟法の条文に
目を通す 



の終結、送致 
      後の捜査、少年事件の特例及び送致後の
手続き等につ 
      いて学びます 

第１７回   
第１８回 

⑰  裁判①/２   控訴の提起、公判、裁判員制
度及び上訴等に 
       ついて学びます 
  
⑱  裁判②/2   公訴棄却、免訴、死刑判決と
裁判員裁判、略式 
       手続き裁判員裁判、略式手続き及び最
新制度などにつ 
       いて学びます 

第 17・18 回 裁判手続きの流れや仕組みに
ついて整理する 

第１９回   
第２０回 

⑲ 少年事件捜査及び調査について   少年法の仕
組み、非行少 
      年、審判の方式及び被害者への配慮等に
ついて学びます 
⑳ 警察本部講義   兵庫県警察本部 から講義に
来ていただき 
          ます（未定） 

第 19 回 関係する少年法の条文に目を通す 
第 20 回 講義内容を整理する 

第２１回   
第２２回 

? 刑事被告人の権利と被害者（被害者遺族）の権利   
被告人に 
      認められた権利、保釈制度及び被害者支
援等について学 
      びます 
? いじめは犯罪行為   いじめの実態、重大事
態、いじめ進行の 
      ３段階及びいじめに対応した刑法の適用
等について学び 
      ます 

第 21 回 関係する刑事訴訟法の条文に目を
通す 
第 22 回 自身が考えるいじめ対処要領につ
いて整理する 

第２３回   
第２４回 

? 殺人事件  殺人罪の構成要件を学んだ後、オウ
ム真理教事件 
     の実態と留意事項について学びます 
? 窃盗事件  窃盗罪の構成要件を学んだ後、具体
的事例の既遂 
     時期及び他罪との関係について検討します 

第 23 回 殺人罪に対して、どのような対策
が可能か考える 
第 24 回 窃盗事件の着手時期及び既遂時期
等について理解する 
 

第２５回   
第２６回 

? 詐欺事件   詐欺罪の構成要件等を学んだ後、
事例研究等を 
     行います 
? 特殊詐欺事件   特殊詐欺の発生実態、手口及
び抑止方策等 
     について学びます 

第 25 回 詐欺罪の成立時期を整理する 
第 26 回 特殊詐欺の被害から自身の家族を
守る方策を考える 

第２７回   
第２８回 

? 暴力団対策法   暴力団対策法が成立した背景
及び運用状況 
     等について学びます 
? 暴力団排除条例   暴力団排除条例が成立した
背景、目的及 
     び運用状況等について学んだ後、具体的事

第 27・28 回 暴力団の壊滅方策を一般人の
目線から考える 



例について視 
     聴覚教材を交えて検討します 
     ＊ 振り返りを行う 

第２９回   
第３０回 

? 総括効果測定 
? 業務上過失事件  業務上過失事件の構成要件及
び明石歩道橋 
              事件における雑踏事故事件の実態と対
策について学びます 

  
第 30 回 雑踏事故事件の抑止方策について
考える 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI304-
m51 

2.科目名 犯罪関連法論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 
警察分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年生〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
１年生春学期開講科目「犯罪学概論」を履
修済みであることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、刑法及び刑事訴訟法を中心とした犯罪への対処実態を理解し身につけ
ることを目的とします。 
【概要】刑法については、犯罪と刑罰に関する共通ルールである刑法総論を中心として、ま
た、刑事訴訟法については、犯罪の捜査、裁判の手続きなど刑罰法令の適用・実現に必要な
手続きについて学びます。また、近時問題となっているいじめ問題や暴力団対策等に関する
法令などについても学修します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ﾎﾟﾘｼｰ)の (2)社会貢献生、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです 
°   刑法及び刑事訴訟法の仕組みが理解できるようになる 
?   事例を基に犯罪の成立要件を考えることにより、法的思考力が会得できる 
?   社会の一員として守るべき法規範を理解することができる 

19.教科書・教材 授業時に配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 
・中間効果測定 35％       刑法総論及び刑事訴訟法等の理解状況に関するテスト 
・総括効果測定 45％    各種犯罪の規定及び反社会的集団への対処要領に関するテスト 
・部外講師授業への取り組み 20％（10％×2 回） 感想書の提出による 

22.コメント 
? 警察官や刑務官等公務員を志望する学生は、受講してください。 
? 第 30 回授業は、最終日の第 3 限に行います。 

23.オフィスアワー 

研究室オフィスアワー： 月曜 昼休み（神⼾山手ｷｬﾝﾊﾟｽ  2−203 号室） 
センタープログラム（警察・消防官志望者へのアドバイス） 
          ： 月曜４限（神⼾山手ｷｬﾝﾊﾟｽ・学修支援コーナー） 
                   ･･･zoom 可能です(事前連絡願います) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回   
第２回 

① オリエンテーション（自己紹介、授業の進め方） 
       刑法の仕組みと、刑事手続きに触れてみま
す 
② 刑法へのアプローチ①   刑法とは何なのかを
考え、基礎的 
   な考え方から重要な原則について概括的に学び
ます 

第２回 刑法の条文に目を通し、どのような
構成になっているのかを理解する 

第３回   
第４回 

③ 刑法へのアプローチ②   刑罰の種類や科刑の
考え方、執行 
    猶予制度について学びます 
               
④ 刑法へのアプローチ③   刑罰用語、弁護人制

第３回    関係する刑法の条文に目を通す 
第４回  関係する刑法の条文に目を通す 



度及び刑罰の 
    目的について学びます 

第５回   
第６回 

⑤ 刑法へのアプローチ④   死刑存置論と廃止
論、犯罪の成立 
    要件（構成要件該当性・違法性阻却事由）に
ついて学びま 
    す 
⑥ 刑法へのアプローチ⑤   犯罪の成立要件（有
責性）、過失 
    犯、法律の錯誤及び親告罪について学びます
について学び 
    ます 

第５回 関係する刑法の条文に目を通す 
第６回 関係する刑法の条文に目を通す 

第７回   
第８回 

⑦ 刑法へのアプローチ⑥   未遂犯、共犯及び個
別の罪（殺人 
    罪等）につ いて学びます 
⑧ 捜査の開始   捜査の開始について、捜査機関
自らの体験に 
    よる場合と他人の体験の聴取による場合につ
いて学びます 
 

第７回 関係する刑法の条文に目を通す目を
通す 
第８回 関係する刑法の条文に目を通す 

第 ９回  
第１０回 

⑨ 捜査の主体   警察官と検察官の関係、特別司
法警察職員等 
    について学びます 
⑩ 任意捜査   任意捜査の原則と関係規程（警察
法、警察官職 
    務執行法等）について学びます 

第９回 関係する刑事訴訟法の条文に目を通
す 
第１０回 関係する刑事訴訟法の条文に目を
通す 

第１１回  
第１２回 

⑪ 強制捜査   刑事訴訟法が認めている強制処分
（強制捜査 
     法廷主義）及び被疑者・被告人保護の仕組
みなどについ 
     て学びます 
  
⑫ 警察本部講義   兵庫県警察本部 から講義に
来ていただ 
          きます（未定） 

第 11 回 関係する刑事訴訟法の条文に目を
通す 
第 12 回 講演で学んだ事柄に関する法令を
確認する 

第１３回  
第１４回 

⑬ 中間期における効果測定 
⑭ 科学捜査と冤罪事件など①/２   犯罪捜査へ
の科学技術の活 
     用（ＤＮＡ型鑑定、画像識別システム、プ
ロファイリン 
     グ、デジタルフォレンジック及びスプリン
グ８）につい 
     て学びます 

 

第１５回   
第１６回 

⑮  科学捜査と冤罪事件など②/２   冤罪事件
の予防、冤罪か 
      らの回復手段及び冤罪事例からの教訓な
どについて学 
      びます  

第 15・16 回 関係する刑事訴訟法の条文に
目を通す 



⑯  事件の送致   送致に至る事件の流れ、捜査
の終結、送致 
      後の捜査、少年事件の特例及び送致後の
手続き等につ 
      いて学びます 

第１７回   
第１８回 

⑰  裁判①/２   控訴の提起、公判、裁判員制
度及び上訴等に 
       ついて学びます 
  
⑱  裁判②/2   公訴棄却、免訴、死刑判決と
裁判員裁判、略式 
       手続き裁判員裁判、略式手続き及び最
新制度などにつ 
       いて学びます 

第 17・18 回 裁判手続きの流れや仕組みに
ついて整理する 

第１９回  
第２０回 

⑲ 少年事件捜査及び調査について   少年法の仕
組み、非行少 
      年、審判の方式及び被害者への配慮等に
ついて学びます 
⑳ 警察本部講義   兵庫県警察本部 から講義に
来ていただき 
          ます（未定） 

第 19 回 関係する少年法の条文に目を通す 
第 20 回 講義内容を整理する 

第２１回  
第２２回 

? 刑事被告人の権利と被害者（被害者遺族）の権利   
被告人に 
      認められた権利、保釈制度及び被害者支
援等について学 
      びます 
? いじめは犯罪行為   いじめの実態、重大事
態、いじめ進行の 
      ３段階及びいじめに対応した刑法の適用
等について学び 
      ます 

第 21 回 関係する刑事訴訟法の条文に目を
通す 
第 22 回 自身が考えるいじめ対処要領につ
いて整理する 

第２３回   
第２４回 

? 殺人事件  殺人罪の構成要件を学んだ後、オウ
ム真理教事件 
     の実態と留意事項について学びます 
? 窃盗事件  窃盗罪の構成要件を学んだ後、具体
的事例の既遂 
     時期及び他罪との関係について検討します 

第 23 回 殺人罪に対して、どのような対策
が可能か考える 
第 24 回 窃盗事件の着手時期及び既遂時期
等について理解する 
 

第２５回  
第２６回 

? 詐欺事件   詐欺罪の構成要件等を学んだ後、
事例研究等を 
     行います 
? 特殊詐欺事件   特殊詐欺の発生実態、手口及
び抑止方策等 
     について学びます 

第 25 回 詐欺罪の成立時期を整理する 
第 26 回 特殊詐欺の被害から自身の家族を
守る方策を考える 

第２７回   
第２８回 

? 暴力団対策法   暴力団対策法が成立した背景
及び運用状況 
     等について学びます 
? 暴力団排除条例   暴力団排除条例が成立した
背景、目的及 

第 27・28 回 暴力団の壊滅方策を一般人の
目線から考える 



     び運用状況等について学んだ後、具体的事
例について視 
     聴覚教材を交えて検討します 
     ＊ 振り返りを行う 

第２９回   
第３０回 

? 総括効果測定 
? 業務上過失事件  業務上過失事件の構成要件及
び明石歩道橋 
              事件における雑踏事故事件の実態と対
策について学びます 

  
第 30 回 雑踏事故事件の抑止方策について
考える 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1102-
Y51 

2.科目名 基礎演習Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件 とくになし 11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

・観光学科の学生は２年生進級時にホテル・エアライン・旅行ビジネス・地域・流通専攻と
ビジネスデザイン専攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには観光の基礎知識、
コンセプト、マネジメントの基本を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会
において個人ワークとチームワークの両方で取り組むことが必要です。 
・この授業では２年生進級時の専攻選択の準備を行うとともに、業界研究等のグループワー
ク（外部講師による講話の受講と質疑応答を含む）を行います。 
・本授業は、基礎演習（1 年次） ⇒ PM 演習（2 年次） ⇒ 専門演習（3 年次） ⇒ 卒業研
究・卒業論文（4 年次）と連なる必修演習（ゼミ）の第一ステップ（後半）として位置づけ
られます。 
そのため、2 年次以降の PBL（Project Based Learning)の前段階としてシナリオ型 PBL を
行い、 
チームビルディング、デザイン思考の初期段階のトレーニングなどに取り組むことを主な目
的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。  
④PBL の基本的な進め方を身につけることができる。 
⑤大学卒業後の進路を明確にし、進路にあった適切な専攻を選ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜指示する。 

20.参考文献 

○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル  
その他、授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出条件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とする。 
ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 15％（目標①・②） 
最終レポート 15％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 



 

22.コメント 

・特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参してください。 
・フィールドワーク／グループワークでは、主体的・積極的に参加し発言するとともに、仲
間の学生の意見や考えも尊重しましょう。 
・フィールドワーク／グループワークや発表では、欠席すると仲間に迷惑がかかります。や
むなく欠席をする場合には、かならずチームメイトと教員に連絡を入れてください。 
・授業の大まかな流れは変わりませんが、諸事情により、細かい内容の変更や順番の入れ替
えがある場合があります。詳しくは授業中に指示します。 

23.オフィスアワー 研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：春学期のふりかえり、リフレク
ションデーに関するワーク、秋学期のスケジュールの
説明。 

 

【第 2 回】 チームビルディング＆マシュマロチャレンジ ワークシート① 
【第 3 回】 外部連携先の話を聞く、または外部講師 ワークシート② 
【第 4 回】 リーディング１ 新聞記事を読む ワークシート③ 

【第 5 回】 
リーディング２ リーディングテーマ、または外部連
携先と関連の新聞記事を読む 

ワークシート④ 

【第 6 回】 ライティング１ 作文（自分で文章を書く） ワークシート⑤ 
【第 7 回】 ライティング２ 作文（外部連携先と関連のテーマ） ワークシート⑥ 
【第 8 回】 キャリア１ キャリア教育評価対象 
【第 9 回】 キャリア２ キャリア教育評価対象 
【第 10 回】 ビジネス文書（例文学習） ビジネス文書評価対象 
【第 11 回】 プレゼンテーション１ プレゼンテーション資料作成 
【第 12 回】 プレゼンテーション２ プレゼンテーション資料作成 
【第 13 回】 名刺作り１ ビジネスマナー、名刺作成アプリを学習 
【第 14 回】 
学年発表会 

名刺作り２（または連携先の FW） ビジネスマナー、会社訪問練習 

【第 15 回】 

・学期全体のふりかえり：グループワークと企業研究
のまとめ 
・1 年間の振り返り：何を学んだか記述し、自らの経
験を客観視する。 
・専攻選択エントリーの説明 

総括レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1102-
Y52 

2.科目名 基礎演習Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件 とくになし 11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

・観光学科の学生は２年生進級時にホテル・エアライン・旅行ビジネス・地域・流通専攻と
ビジネスデザイン専攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには観光の基礎知識、
コンセプト、マネジメントの基本を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会
において個人ワークとチームワークの両方で取り組むことが必要です。 
・この授業では２年生進級時の専攻選択の準備を行うとともに、業界研究等のグループワー
ク（外部講師による講話の受講と質疑応答を含む）を行います。 
・本授業は、基礎演習（1 年次） ⇒ PM 演習（2 年次） ⇒ 専門演習（3 年次） ⇒ 卒業研
究・卒業論文（4 年次）と連なる必修演習（ゼミ）の第一ステップ（後半）として位置づけ
られます。 
そのため、2 年次以降の PBL（Project Based Learning)の前段階としてシナリオ型 PBL を
行い、 
チームビルディング、デザイン思考の初期段階のトレーニングなどに取り組むことを主な目
的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。  
④PBL の基本的な進め方を身につけることができる。 
⑤大学卒業後の進路を明確にし、進路にあった適切な専攻を選ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜指示する。 

20.参考文献 

○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル  
その他、授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出条件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とする。 
ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 15％（目標①・②） 
最終レポート 15％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 



 

22.コメント 

・特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参してください。 
・フィールドワーク／グループワークでは、主体的・積極的に参加し発言するとともに、仲
間の学生の意見や考えも尊重しましょう。 
・フィールドワーク／グループワークや発表では、欠席すると仲間に迷惑がかかります。や
むなく欠席をする場合には、かならずチームメイトと教員に連絡を入れてください。 
・授業の大まかな流れは変わりませんが、諸事情により、細かい内容の変更や順番の入れ替
えがある場合があります。詳しくは授業中に指示します。 

23.オフィスアワー 
研究室：木曜日昼休み 
学習支援センター：月曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：春学期のふりかえり、リフレク
ションデーに関するワーク、秋学期のスケジュールの
説明。 

 

【第 2 回】 チームビルディング＆マシュマロチャレンジ ワークシート① 
【第 3 回】 外部連携先の話を聞く、または外部講師 ワークシート② 
【第 4 回】 リーディング１ 新聞記事を読む ワークシート③ 

【第 5 回】 リーディング２ リーディングテーマ、または外部連
携先と関連の新聞記事を読む 

ワークシート④ 

【第 6 回】 ライティング１ 作文（自分で文章を書く） ワークシート⑤ 
【第 7 回】 ライティング２ 作文（外部連携先と関連のテーマ） ワークシート⑥ 
【第 8 回】 キャリア１ キャリア教育評価対象 
【第 9 回】 キャリア２ キャリア教育評価対象 
【第 10 回】 ビジネス文書（例文学習） ビジネス文書評価対象 
【第 11 回】 プレゼンテーション１ プレゼンテーション資料作成 
【第 12 回】 プレゼンテーション２ プレゼンテーション資料作成 
【第 13 回】 名刺作り１ ビジネスマナー、名刺作成アプリを学習 
【第 14 回】 
学年発表会 

名刺作り２（または連携先の FW） ビジネスマナー、会社訪問練習 

【第 15 回】 

・学期全体のふりかえり：グループワークと企業研究
のまとめ 
・1 年間の振り返り：何を学んだか記述し、自らの経
験を客観視する。 
・専攻選択エントリーの説明 

総括レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1102-
Y53 

2.科目名 基礎演習Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件 とくになし 11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

・観光学科の学生は２年生進級時にホテル・エアライン・旅行ビジネス・地域・流通専攻と
ビジネスデザイン専攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには観光の基礎知識、
コンセプト、マネジメントの基本を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会
において個人ワークとチームワークの両方で取り組むことが必要です。 
・この授業では２年生進級時の専攻選択の準備を行うとともに、業界研究等のグループワー
ク（外部講師による講話の受講と質疑応答を含む）を行います。 
・本授業は、基礎演習（1 年次） ⇒ PM 演習（2 年次） ⇒ 専門演習（3 年次） ⇒ 卒業研
究・卒業論文（4 年次）と連なる必修演習（ゼミ）の第一ステップ（後半）として位置づけ
られます。 
そのため、2 年次以降の PBL（Project Based Learning)の前段階としてシナリオ型 PBL を
行い、 
チームビルディング、デザイン思考の初期段階のトレーニングなどに取り組むことを主な目
的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。  
④PBL の基本的な進め方を身につけることができる。 
⑤大学卒業後の進路を明確にし、進路にあった適切な専攻を選ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜指示する。 

20.参考文献 

○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル  
その他、授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出条件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とする。 
ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 15％（目標①・②） 
最終レポート 15％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 



 

22.コメント 

・特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参してください。 
・フィールドワーク／グループワークでは、主体的・積極的に参加し発言するとともに、仲
間の学生の意見や考えも尊重しましょう。 
・フィールドワーク／グループワークや発表では、欠席すると仲間に迷惑がかかります。や
むなく欠席をする場合には、かならずチームメイトと教員に連絡を入れてください。 
・授業の大まかな流れは変わりませんが、諸事情により、細かい内容の変更や順番の入れ替
えがある場合があります。詳しくは授業中に指示します。 

23.オフィスアワー 研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：春学期のふりかえり、リフレク
ションデーに関するワーク、秋学期のスケジュールの
説明。 

 

【第 2 回】 チームビルディング＆マシュマロチャレンジ ワークシート① 
【第 3 回】 外部連携先の話を聞く、または外部講師 ワークシート② 
【第 4 回】 リーディング１ 新聞記事を読む ワークシート③ 

【第 5 回】 
リーディング２ リーディングテーマ、または外部連
携先と関連の新聞記事を読む 

ワークシート④ 

【第 6 回】 ライティング１ 作文（自分で文章を書く） ワークシート⑤ 
【第 7 回】 ライティング２ 作文（外部連携先と関連のテーマ） ワークシート⑥ 
【第 8 回】 キャリア１ キャリア教育評価対象 
【第 9 回】 キャリア２ キャリア教育評価対象 
【第 10 回】 ビジネス文書（例文学習） ビジネス文書評価対象 
【第 11 回】 プレゼンテーション１ プレゼンテーション資料作成 
【第 12 回】 プレゼンテーション２ プレゼンテーション資料作成 
【第 13 回】 名刺作り１ ビジネスマナー、名刺作成アプリを学習 
【第 14 回】 
学年発表会 

名刺作り２（または連携先の FW） ビジネスマナー、会社訪問練習 

【第 15 回】 

・学期全体のふりかえり：グループワークと企業研究
のまとめ 
・1 年間の振り返り：何を学んだか記述し、自らの経
験を客観視する。 
・専攻選択エントリーの説明 

総括レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1202-
Y51 

2.科目名 課題研究Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



最終レポートをまとめる 
【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1202-
Y52 

2.科目名 課題研究Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
【概要】 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 



連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター）  
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 

【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
最終レポートをまとめる 

【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1202-
Y53 

2.科目名 課題研究Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



最終レポートをまとめる 
【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1202-
Y54 

2.科目名 課題研究Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
月曜日昼 学習支援センター 
木曜日昼 研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



最終レポートをまとめる 
【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y01 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科 9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自立的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーショ 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

①外部講師の講義におけるワークシートや発表：15% 
②連携先との取り組み：15% 
③プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
④キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
⑤最終レポート：30％ 
⑥e ポートフォリオ：10% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
第 02 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回生の学修の流れ 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
第 04 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 05 回 
第 06 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。  
＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 07 回 
第 08 回 
 

＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 
＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 09 回 
第 10 回 
 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 
＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 



第 11 回 
第 12 回 
 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別・共同実施 
ノート PC 持参 
 

第 13 回 
第 14 回 
 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表  
＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 
第 16 回 

＜春学期の総括と振り返り＞（春学期最終講） 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学生のみ） 
秋学期第 1 講 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 17 回 
第 18 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 19 回 
第 20 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



第 21 回 
第 22 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定  
合同発表会準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 23 回 
第 24 回 

合同発表会 
社会人基礎力・就活ワーク① 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 25 回 
第 26 回 

社会人基礎力・就活ワーク② 
社会人基礎力・就活ワーク③ 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 27 回 
第 28 回 到達確認試験の準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 29 回 
第 30 回 

到達確認試験の準備 
1 年間のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y02 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
【概要】 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自立的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
【春学期】 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らこうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

【春学期】 
成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：
20% 
【秋学期】 
学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 



①連携先との 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみでは不十分であり、積極的な活動がプ
ロジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲
しい。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルの
レイアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認
めない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春第 01 回 
春第 02 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回生の学修の流れ 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
共同実施 
ノートＰＣ持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

春第 03 回 
春第 04 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様  
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアポートオペレーションサービス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる  
共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 05 回 
春第 06 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 
＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

春第 07 回 
春第 08 回 

＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 
＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。  
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
 

春第 09 回 
春第 10 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 



前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 
＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

○講義内容を各自でまとめる。   
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 11 回 
春第 12 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。  
共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 13 回 
春第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 
＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。   
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 15 回 
秋第 1 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学生のみ） 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること  
シラバスを事前に読んでおくこと。 

秋第 2 回 ＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ ノート PC 持参 



秋第 3 回 各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク  
＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ノート PC 持参 

秋第 4 回 
秋第 5 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク  
＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 6 回 
秋第 7 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
合同発表会準備 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 8 回 
秋第 9 回 

合同発表会 
社会人基礎力・就活ワーク① 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 10 回 
秋第 11 回 

社会人基礎力・就活ワーク②  
社会人基礎力・就活ワーク③ 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 12 回 
秋第 13 回 

到達確認試験の準備 
到達確認試験の準備 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 14 回 
秋第 15 回 

到達確認試験の準備  
PM 演習Ⅱのふりかえり 

ノート PC 持参 
最終レポートをまとめる  
最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y03 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自立的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーショ 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：
20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回生の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 02 回 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 03 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 04 回 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 05 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 06 回 

＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 07 回 ＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 

 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 10 回 

＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 11 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 
 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学生のみ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y04 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科 9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自立的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーショ 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

①外部講師の講義におけるワークシートや発表：15% 
②連携先との取り組み：15% 
③プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
④キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
⑤最終レポート：30％ 
⑥e ポートフォリオ：10% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜日 昼 
学修支援センター：月曜日 昼 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
第 02 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回生の学修の流れ 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
第 04 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 05 回 
第 06 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。  
＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 07 回 
第 08 回 
 

＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 
＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学生は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 09 回 
第 10 回 
 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 
＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 



ある 

第 11 回 
第 12 回 
 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別・共同実施 
ノート PC 持参 
 

第 13 回 
第 14 回 
 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表  
＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 
第 16 回 

＜春学期の総括と振り返り＞（春学期最終講） 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学生のみ） 
秋学期第 1 講 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 17 回 
第 18 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 19 回 
第 20 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



■フィールドワーク 

第 21 回 
第 22 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定  
合同発表会準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 23 回 
第 24 回 

合同発表会 
社会人基礎力・就活ワーク① 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 25 回 
第 26 回 

社会人基礎力・就活ワーク② 
社会人基礎力・就活ワーク③ 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 27 回 
第 28 回 

到達確認試験の準備 
ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 29 回 
第 30 回 

到達確認試験の準備 
1 年間のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y02 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習または、課題研究を修得している
こと 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ゼミの年間テーマ：＜メディア文化の社会学＞ 
メディアを通じた文化受容やコミュニケーションをテーマとして、メディアリテラシーや批
評力を養う。 
学内 PBL を通じてよりよい生活環境づくりへの意識を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を自ら
形成できる人間性、(2)主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（3）多様な価値観を
認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。の学修に関連している。  
本科目の学習目標は次のとおり。 
① ポピュラー文化に関する歴史や最近の動向を知り、議論することができる。 
② メディアの利用実態を把握し、メディアリテラシーを向上させることができる。 
③-1 ゼミでの議論や、データの分析、フィールドワークでの経験をつうじ 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

授業への積極的な参加姿勢態度（30％） [学習目標①②に対応］ 
口頭発表（40％） [学習目標①②③に対応］ 
レポート（20％） [学習目標③に対応］ 
PBL でのグループへの貢献（10％） [学習目標③に対応］ 

22.コメント 
報告に対しては主に口頭でフィードバックをおこなう。質問は常時受け付けるので積極的に
発言すること。 
夏休みには個人研究を行い、後期のはじめに報告会を行うことを予定している。 

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
 オリエンテーション 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 2 回】
〜【第 6
回】 

ワークショップ 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 7 回】 
学内 PBL 中間発表会  
 

準備学習：報告資料をまとめる（100 分） 
復習：プロジェクトの実行計画を立てる
（100 分） 

【第８回】 文献購読 準備学習：予備調査を行う（100 分） 



〜【第１２
回】 

復習：資料をまとめる（100 分） 

【第 1３回】 学内 PBL 発表会 
準備学習：予備調査を行う（100 分） 
復習：資料をまとめる（100 分） 

【第 14 回】
〜【第 15
回】 

 研究計画発表 
準備学習：報告資料をまとめる（100 分） 
復習：プロジェクトの実行計画を立てる
（100 分） 

【第 16 回】
〜【第 18
回】 

個人報告 
準備学習：調査結果をまとめる（100 分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 19 回】
〜【第 23
回】 

文献購読 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 24 回】 ワークショップ 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 25 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 26 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 27 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 28 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 29 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 30 回】 学内 PBL 成果報告 
準備学習：報告資料をまとめる（100 分） 
復習：プロジェクトの評価を行う（100 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y03 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習(遠隔授業の場合は、ZOOM などを使
用する） 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

私たちは普段気が付いていなくても、さまざまなところで、自分の「心（こころ）」に影響
を受けています。心（こころ）の働きは、その人の問題だけではなく、ビジネスや、家族関
係、友人関係にも関係し、社会にも影響を与えることがあります。この授業では、そんな
「心（こころ）」についての学問である心理学について学び、卒業研究に向けて、基本的知
識及び技術の習得を目指します。特に、研究テーマの探索、研究方法、論文作成などを中心
的に学びます。学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画）を通じて、居場所・居心地をキ
ーワードに心理学の視点から研究を行います。学内 PBL を通し?てよりよい生活環境つ?く
りへの意識を高め、その中でデータを収集、分析し、発表するスキルを養います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を自ら
形成でき 
る人間性、(2)主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（3）多様な価値観を認め、他
者とのコ 
ミュニケーションを深め、連携していく力の学修に関連していま
す。                                           
本科目の学習目標は以下の通りです。 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 
20.参考文献 関連する文献情報は初回授業でアナウンスし、授業中にも適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・受講態度…30 点【学習目標①②③④に対応】  
・PBL でのグループへの貢献…10 点【学習目標④⑤に対応】     
・授業内の各種課題（発表も含む）…60 点【学習目標①②③④に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 

発表とレポートにより評価しますが、毎週の参加が前提であると考えてください。PBL を含
め、他学生とコミュニケーションを取り、積極的な態度で授業に臨んでください。講義形式
ではないので注意してください。発表後にフィードバックを行います。また、データの分析
にはコンピュータを使用するので、Excel、Word の基礎知識が必要となります。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜４限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス ・オリエンテーション（本授業の目標・
内容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の留意
点などについて説明する 自己紹介を行う） 

復習：今回の復習  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 2 回】 
 

資料収集  
・実習 資料（本、論文、WEB 資料など）の探し方
について学ぶ  
 

復習：今回の復習  
課題：関心があるテーマを選び、資料を検索
してまとめる 
パソコンを持参 



【第 3 回】 
心理学の研究法 
・講義 質問紙法を中心に心理学の研究法やデータ収
集について学ぶ 

復習：今回の復習  
課題：実際の質問紙法を利用した心理学の研
究論文を読む 

【第 4 回】 
【第 5 回】  
【第 6 回】 
【第 7 回】 
【第 8 回】 
【第 9 回】 

学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画） 
【第 4 回】PBL グループワーク 
学科共通の PBL として、心理学の視点から、大学の
学生の適応、居場所づくりについて考える。 
【第 5 回】PBL 中間発表 
学科内で合同ゼミを行い、現在の自分たちの考えや研
究について発表する 
【第６回・第７回】PBL・グループワーク 
合同ゼミでの発表を受けて、グループワークで学生の
適応、居場所づくりについて調べるためにどのような
調査を行うか、研究デザインを考える。 
【第８回】PBL・グループワーク 
グループごとに質問紙の作成を含めた準備 

パソコンを持参  
【第 4 回】 
課題：グループで考えた研究についての資料
を収集し、発表資料をまとめる 
【第 5 回】 
課題：フィードバックを受けて、調査・研究
の修正を行う 
【第 6】 
課題：フィードバックを受けて、調査・研究
の修正を行う 
【第７回】 
課題：研究内容を具体化する 
【第８回】 
課題：質問紙の印刷など調査の準備を行い、
調査を実施できるようにする 
【第９回】  
課題：実施した調査結果をまとめる 

【第 10 回】 
【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画） 
データの収集法・分析 
【第 10 回】 
・講義 心理学の研究法やデータ収集について学ぶ  
【第 11 回】 
・グループワーク・実習 実際に収集したデータの分
析を行う 
【第 12 回】  
・グループワーク・実習 分析したデータをまとめる 
 

パソコンを持参  
【第 10 回】 
・課題 学習内容を振り返り、次回の分析に
向けた準備を行う 
【第 11 回・第１２回】 
・課題 分析結果について読み解き、自分の
考えをまとめる 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画） 
発表と資料作成 
【第 13 回】発表スライドの作成  
・実習 パワーポイントを用いた資料の作成と発表の
仕方について学ぶ  
【第 14 回】 
・第１２回まででまとめた結果について、
PowerPoint にまとめ、ゼミ内で発表する 

パソコンを持参  
【第 13 回】 
・課題 第１２回までの調査結果を
PowerPoint にまとめる 
【第 14 回】  
・課題 発表のフィードバックを受け、学内
PBL の発表準備を行う 

【第 15 回】 
学内 PBL 発表会 
他フィールドの学生の前で発表を行い、交流する 

課題：自分の研究テーマについて考える 
復習：15 回の授業を通して学んだことを整
理する 

【第１６
回】 

ガイダンス  
・オリエンテーション（春学期の振り返りと秋学期の
授業の進め方について） 

課題：春学期に行った PBL に関してまとめ
て、発表資料を作成する 

【第１7 回】 

研究テーマの探し方 
実習 研究テーマの選び方について学び、マインドマ
ップなどを用いて、自分が関心あるテーマを見つけ
る。 

課題：研究テーマ立案 



【第１8 回】 
論文の書き方  
・実習 レポートや論文の書き方について学ぶ 

課題：研究計画について考え、発表の準備を
行う   
 

【第 19 回〜
第 21 回】 

卒業論文のテーマについての発表  
・実習 各自が関心を持ったテーマについて調べ、文
献を読み発表し、議論する  
 

課題：関心を持ったテーマについて資料を収
集し、発表の準備を行う   
復習：発表内容の振り返りと議論について考
える  
 

【第 22 回】 
図書館ガイダンス 
・実習 図書館に赴き、図書館での資料の収集などに
ついて再度学びなおす 

課題：研究計画について考え、発表の準備を
行う   
 

【第 23 回〜
第 28 回】 

卒論計画（個人テーマ）発表 
・卒論の研究計画について具体的に考え、発表する 

課題：研究計画について考え、発表の準備を
行う   
復習：発表内容の振り返りと議論について考
える   
 

【第 29 回】 
卒論計画（個人テーマ）発表のフィードバックと秋学
期のまとめ 
 

課題：フィードバックを受けて、卒業研究に
向けた修正を行う 
復習：授業を通して学んだことを整理する  
 

【第 30 回】 学内 PBL 成果報告 

課題：フィードバックを受けて、卒業研究に
向けた修正を行う 
復習：授業を通して学んだことを整理する  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y04 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習または、課題研究を修得している
こと 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
春学期：うまく大学生活を送る・社会に出ていく準備をするために、心や行動のあり方を考
える。 
秋学期：ＳＤＧｓと私たちと経済活動を考える。卒業論文の準備をする。 
【概要】 
春学期：テキスト講読に沿って、自分の心や行動のあり方を考え、今後の就職活動に生か
す。 
秋学期：ＳＤＧｓを通して、私たちの思考と生活のあり方を考える。そして経済活動の中で
どのように取り組まれているかを知り、それがどのように私たちとつながっているのかを考
える。 
学内 PBL を通じてよりよい生活環境づくりへの意識を高める。 
また、論文の書き方を学習する。 
【学科共通課題】 
よりよい生活環境づくりへの意識を高め、思考法を使って、現状を把握し、解決策を探る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【本科目と関連している DP】 
（１）健やかで調和のとれた人格と、しなやかで豊かな知性を自ら形成できる人間性 
（２）主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力 
（３）多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力 
【学習目標】 
①KJ 法を使って、自分たちの大学生活の現状把握ができるようになる。 
②生活がうまくいくような心と行動のあり方を知った後、自分について考えることができ
る。 
③基本的な論文の書き方ができるようになる。 
④ＳＤＧｓと私たちと経済活動のつながりを見つけ、説明できるようにな 

19.教科書・教材 
『スタンフォードの心理学講義 人生がうまくいくシンプルなルール』ケリー・マクゴニガ
ル著、日経 BP 社、978-4-8222-3096 

20.参考文献  

21.成績評価 

春学期 
KJ 法成果物（学習目標①に対応）20％ 
口頭発表（学習目標②に対応）20％ 
PBL でのグループへの貢献 10% 
秋学期 
レポート（学習目標③に対応）25％ 
口頭発表（学習目標④に対応）25％ 
PBL でのグループへの貢献(活動ができる時、その活動への取り組みと振り返り)（学習目標
②に対応）10％（＋α） 



 
22.コメント コツコツやれば、必ずいいことがあります。一緒にがんばりましょう。 
23.オフィスアワー 研究室：金昼休み、学習支援センター：木昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
第 2 回 
 

ガイダンス 
学科共通課題 
KJ 法 

毎回パソコンを持参すること。 
KJ 法のラベルを考える。 
 

第 3 回 
第 4 回 
 

学科共通課題 
KJ 法 

KJ 法ラベル集め 
 

第 5 回 
第 6 回 

学科共通課題 
KJ 法 KJ 法ラベル集め 

第 7 回 
第 8 回 
 

学科共通課題 
テキスト講読の進め方 
 

KJ 法図展開 

第 9 回 
第 10 回 
 

学科共通課題 
テキスト講読、発表 
 

KJ 法図展開 
テキスト発表準備 

第 11 回 
第 12 回 
 

学科共通課題 
テキスト講読、発表 
 

テキスト発表準備 

第 13 回 
第 14 回 

学科共通課題 
テキスト講読、発表 
 

テキスト発表準備 

第 15 回 
第 16 回 

学科共通課題 
テキスト講読 
春学期のまとめ、夏休みの課題について 
夏休みの課題の確認 
秋学期に向けての説明 
 

 

第 17 回 
第 18 回 
 

論文の書き方 
ＳＤＧｓと経済活動 

論文練習 
発表準備 

第 19 回 
第 20 回 

論文の書き方 
口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 

論文練習 
発表準備 

第 21 回 
第 22 回 

論文の書き方 
口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマについて 

論文練習 
発表準備 

第 23 回 
第 24 回 

論文の書き方 
口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマと先行研究、参考文献 

専攻文献や参考文献を探し、リストを作る 

第 25 回 
第 26 回 

口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマの候補選定、参考文献リスト確認 専攻文献や参考文献を探す 

第 27 回 
第 28 回 

口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマの候補選定 

卒業研究テーマ発表準備 

第 29 回 
第 30 回 

卒論テーマの候補の発表 
春休みの課題について 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y05 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件 基礎演習または課題研究を修得しているこ
と 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
建築・インテリアに関する知見を深め、現代社会の生活基盤である建築・インテリアの課題
の発見と、より良い建築を設計るための基礎となる調査・研究方法を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。     
本科目の学習目標は  
①資料調査やフィールドワークを通してそれまでに身に付けた研究方法をより専門的レベル
に応用することができる。  
②自発性、分析力、構成力、表現力を高め、建築・インテリアに関する問題発見から解決方
法の発見ができる。  
③4 年次の卒業研究・卒業設計の基 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献  

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。  
学内 PBL への貢献度 調査、提案、基礎資料作成など含む 10 点 
演習課題の提出物 10 回 ・・・70 点 （学習目標の①資料調査やフィールドワークを通
してそれまでに身に付けた研究方法をより専門的レベルに応用することができる。②自発
性、分析力、構成力、表現力を高め、建築・インテリアに関する問題発見から解決方法の発
見ができる。に対応） と  
各期最終回成果発表・・・20 点 （③4 年次の卒業研究・卒業設計の基礎を身に付け、自分
の研究・設計テーマを設定できる。に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】        
【第 2 回】 

ガイダンス 設計・研究の進め
方                                   
建築インテリアの専門雑誌、書籍の調べ方 
学内 PBL として一号館食堂と前の広場についての調
査と提案を行う。 
はじめに食堂と広場の実測、その作図、等を行う。 
 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 3 回】     
【第 4 回】 

図書館での事例調査 
商店建築、新建築、等より食堂の類似事例を探し、そ

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 



の平面計画、家具計画、色彩計画、動線計画などを調
べ、本計画に活かすための資料集めをする。 
 

【第 5 回】      
【第 6 回】 

現況の食堂と広場の図面化 （平面図 展開図）と模
型化を行い、提案への基礎資料とする。 
現況の食堂の問題点を整理し、何を提案するかの方針
を立てる。 
中間発表；抽出した問題点を中間発表会で発表する。 
  調べた類似事例の特徴と本計画への応用可能性に
ついても発表する。 
調査事例に近い建築インテリアのフィールドワーク等 
建築インテリアの専門誌、書籍より興味のあるプロジ
ェクトを選び、空間構成、動線計画等を詳細に調べ
る。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 7 回】     
【第 8 回】 

グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
適宜進捗状況をゼミ内でプレゼンする。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 9 回】         
【第 10 回】 

グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
適宜進捗状況をゼミ内でプレゼンする。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 11 回】         
【第 12 回】 

各自調べたプロジェクトの特徴を用いて具体的な設計
に活用する方法を探る 
グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
適宜進捗状況をゼミ内でプレゼンする。 
全体発表会への発表準備 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 13 回】         
【第 14 回】 

グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
14、15 回目のゼミ内プレゼンの準備を行う。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 15 回】 前期成果発表 ディスカッション 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 16 回】          
【第 17 回】 

前期提案内容から実施可能性を検討し、実現させる案
を検討する。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 18 回】         
【第 19 回】 

実施案の具体案を作成、決定し、グループ分けにより
役割分担を決める。 
材料の調達開始、制作道具の調達など。 
 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 20 回】
〜       
【第 22 回】 

実施案の制作 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 23 回】         
【第 24 回】 

実施案の制作と年内の完成 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 25 回】         
【第 26 回】 

実施案の制作と完成  
卒業制作の基礎資料集め 
 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 27 回】          
【第 28 回】 

卒業制作の資料集め 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 



【第 29 回】         
【第 30 回】 

秋学期成果発表 
卒業制作の方針発表会 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y06 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■ この演習ではグローバルなビジネス環境・組織・経営の実態を理解し、戦略的なマネジ
メントを実践する能力を身につける。 
■ ビジネスを営利・非営利、組織形態等を問わない「事業目的を実現するための活動の総
称」として、「新しい社会的価値の創出」をその最終目標として定義する。各自の関心のあ
る領域におけるビジネス環境・組織・経営の実態を理解し、戦略的なマネジメントを実践す
る能力を身につける。 
■ 更に、「グローバルなビジネス環境で活躍できる個性豊かな人材となる」を目標に、社
会人に求められ 3 つの基礎力を知識⇒理解⇒スキル（コンピテンシー）として総合化し、実
践する能力を身につける。 
1) 自ら情報を収集し、変化の中から問題の所在を見つける発見力 
2) 発見した問題を独創的に解決し、新しい価値を生み出す創造力 
3) 自分の考えを発信し、他者と共有・共感できるコミュニケーション力 
■ 具体的には、グローバル企業の漸進的改善に向けたマネジメント手法「WV Model：7-
Step Problem Solving（7 ステップ問題解決）」による問題発見・解決力を身につける。 
■ 更に、ゼミとして「よりよい大学生活環境づくり」に関する PBL（Project  Based 
Learning： 問題解決型学習）に取り組む。 
■ 前期は「WV Model」について、具体的な事例を通して理解を深める。 
更に、テキストを用いて本格化する就職活動・卒業研究に向けての理論を学ぶ。具体的に
は、経営学の理論を個人のキャリア選択・人間関係の構築・子育てや家族形成などに応用す
ることによって、充実した幸せな人生を送るための考え方について学ぶ。 
PBL については問題解決のテーマ設定を行う。 
■ 後期は「WV Model」をベースに、これまでに学修してきた経営学の基本的な理論やビ
ジネス領域における知識を総合化して、各自の卒業論文の作成に向けた準備を始める。 
PBL については前期に設定したテーマを、実践に向けてプロジェクト化する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

「WV Model」を理解し、身につけることは、「問題発見」・「問題解決に向けての広い視野と
想像力と行動力」・「コミュニケーション能力」を養ことに直結している。 

19.教科書・教材 

クレイトン・M・クリステンセン、ジェームズ・アルワース、カレン・ディロン著「イノベ
ーション・オブ・ライフ」櫻井裕子訳、翔泳社 
原題 「How Will You Measure Your Life?」で、ハーバードビジネススクール（HBS）のク
リステンセン教授が 2010 年に HBS の卒業生全員に向けて行った最後の講義を基に書かれて
いる。 

20.参考文献 講義において都度提示する 

21.成績評価 

演習ノート   ：25％ 
 ＊演習：「専門演習」専用のノート（A4 版）を作成し、毎回の講義ノートを以下の項目に
従って作成する。詳細は第 1 回授業で指示する。 
 1) Expectation（予習を通じての講義への期待） 



 2) Summary & Key Words（講義内容のまとめ） 
 3) Reflection & Questions（振り返りと復習） 
 4) Assignment（講義で指示された課題のレポート） 
課題発表    ：25% 
課題レポート  ：30% 
PBL グループ貢献：15％ 
e ポート 

22.コメント 

本講義では、講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業におけるマ
ネジメント経験と、現在行っているビジネス・コンサルテーション経験をベースに、グロー
バル・ビジネスの最前線における経営（マネジメント）について、具体的な事例研究を交え
て講義する。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1&2 回
目】 

＜ガイダンス&イントロダクション＞ 
＜WV Model 問題解決（１）＞ 
 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 3&4 回
目】 

＜WV Model 問題解決（２）＞ 
＜PBL テーマ設定＞ 
■ 4〜5 グループでの活動 
 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 
 

【第 5&6 回
目】 

＜PBL テーマ設定（２）＞ 
＜PBL テーマ学年全体発表会＞ 
■ 5 月 24 日（⽕）の予定 

■ グループ毎に PBL テーマを設定し、発
表 ppt 資料を作成する。 
■ 次の講義の予習として、テキストの該当
箇所を読む。 

【第 7&8 回
目】 

＜テキスト輪読（１）＞ 
序講 
 第 1 講：羽があるからと言って…… 
第 1 部 幸せなキャリアを歩む 
 第 2 講：わたしたちを動かすもの 
 第 3 講：計算と幸運のバランス 
 第 4 講：口で言ってるだけでは戦略にならない 

■ 次の講義の予習として、テキストの該当
箇所を読む。 
■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 9&10
回目】 

＜テキスト輪読（２）＞ 
第 2 部 幸せな関係を築く 
 第 5 講：時を刻み続ける時計 
 第 6 講：そのミルクシェイクな何のために雇った
のか？ 
 第 7 講：子どもたちをテセウスの船に乗せる 
 第 8 講：経験の学校 

■ 次の講義の予習として、テキストの該当
箇所を読む。 
■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 
 

【第 11&12
回目】 

＜テキスト輪読（３）＞ 
 第 9 講：家庭内の見えざる手 
第 3 部 罪人にならない 
 第 10 講：この一度だけ 
 終講 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 



 

【第 13&14
回目】 

＜テキスト輪読（４）＞ 
＜PBL 学年全体発表会＞ 
■ 7 月 12 日（⽕）の予定 
 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 15&16
回目】 

＜講義前半の振り返りと夏休み課題の確認＞ 
■ 講義前半の振り返り 
■ 夏休み課題の確認 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 17&18
回目】 

＜秋学期に向けて＞ 
■ 夏休み課題の発表  
■ ｅポートフォリオへの春学期の振り返り・秋学期
の目標の投稿 
■ PBL プロジェクト化 
 テーマの絞り込みとプロジェクト化 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 19&20
回目】 

＜論文の書き方＞ 
■ 論文の構成を理解する 
■ 論理的な書き方を学ぶ 
＜卒論テーマ候補の抽出＞ 
■ ビジネス領域の絞り込み 
■ テーマ設定の切り口 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 21&22
回目】 

＜情報収集＞ 
■ 研究に必要な情報収集 
■ 参考資料リストのファイル作成 
＜先行研究調査＞ 
■ 研究テーマ候補の先行研究調査 
■ 研究テーマ候補を選定 
＜論文の組み立て＞  
■ レポート概要の考察 
■ 発表資料の作成 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 23&24
回目】 

＜個人発表（１）＞ 
 ■ 個人発表資料の作成 

【第 25&26
回目】 

＜個人発表（２）＞ 
 ■ 個人発表資料の作成 

【第 27&28
回目】 

＜PBL プロジェクト成果ゼミ内発表会＞  
＜3 年生の振り返りと 4 年生に向けて＞ 
■ 振り返り 
■ 春休み課題の確認 
 

■ PBL プロジェクト成果発表資料の作成 

【第 29&30
回目】 

＜PBL 成果学年全体発表会＞ 
＊日程等詳細は未定 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y07 

2.科目名 専門演習 （再）（2018 年度生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 マーケティング（流通）専攻 9.履修学年 
３年生以上（2020 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、ホテルビジネス（ホテル事業
論）、ブライダルビジネス（ブライダルビ
ジネス論） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 名 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 



19.教科書・教材 適宜、資料を配布・配信します。 
20.参考文献 適宜、資料を配布・配信します。 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
工程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。  
 

22.コメント 

前年度に引き続き、BRANCH 神⼾学園都市との連携協力による PBL を行います。 
今年度のテーマは、前年度同様マーケティング調査に加え、SNS 発信、B-COLLEGE、イベ
ント（年３回）への参加などを通して、マーケティング全般の活動や運営について会見的に
学ぶとともに、若者目線による問題点・改善点を発見、提案していくことをミッションとし
て取り組んでいきます。 
なお授業回数と内容については連携協力の性質上、BRANCH 神⼾学園都市と相談の中で逐
次変化していきます。前年度同様に授業時間外での活動などもありますの 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業ガイダンス。 
新年度の授業内容、おおまかな連携協力の予定につい
ての説明。 
提出物、成績評価、発表等に関する一連の年間予定を
説明。 
 

前年度の取り組み成果についての振り返り 

第 2 回 

【マーケティング調査】 
年間予定をもとに、マーケティング調査に関する計画
を立案。 
BRANCH 神⼾学園都市への調査についての個人ワー
ク。前年度の振り返りとともに具体的な調査内容を検
討する。 

次回のグループワークのための個人ワークを
まとめる 

第 3 回 

【マーケティング調査】 
前回の個人ワークをもとにグループワークを行う。各
グループごとに具体的な提案をまとめ発表、
BRANCH への提案としてまとめる。  
 

【課題３】 
次回の発表のためグループワークをまとめる 

第 4 回 

【マーケティング調査】 
前回のグループワークでまとめた内容をもとに、
BRANCH 神⼾学園都市へ提案をし、協議を行う。 
 

提案・協議したものをまとめ、調査の準備を
行う 

第 5 回 
【マーケティング調査】 
マーケティング調査の実施。設定した調査手順に基づ
き、調査を実施する。 

自身の調査結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
調査結果をもとに個人ワークで集計・分析を行う。 

個人ワークで集計・分析結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
前回の個人ワークでまとめたものをもとにグループワ

グループワークによる結果を報告書としてま
とめる 



ーク。グループによる調査報告書をまとめる。 

 
【マーケティング調査】 
完成した調査報告書のゼミ内での発表、および
BRANCH への報告（発表）を行う。 

発表した結果を振り返りとしてまとめる 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y50 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習または課題研究を修得しているこ
と 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・「都市的空間」の社会学 
このゼミでは年間をとおして、現代社会における「都市的空間」について調べ、議論するグ
ループワークおよび個人ワークを実施します。 
１．社会調査の方法や社会学の考え方を学び（復習し）つつ、「居場所としての大学」につ
いての調査や議論をおこないます。このプログラムは学内 PBL として位置づけ、よりよい
生活環境づくりへの意識を高めることを目的とします。（春学期メイン） 
２．都市のさまざまな空間（公共空間、私的空間、商業空間など）に焦点をあて、文献購読
とフィールドワークをとおして、「都市で生活する個人の視点をとおしたまちづくり」につ
いて考えます。（秋学期メイン） 
３．以上の活動をとおして、最終的にゼミ生それぞれが 4 年次の卒業論文のテーマを考え、
卒業論文執筆に向けたレポートを作成します。（秋学期以降） 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP の「(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を
自ら形成できる人間性、(2)主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（3）多様な価値
観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」の学修に関連していま
す。 
・学習目標 
①  社会調査の方法をふまえ、身近なところに課題を発見し、解決することができる。 
② 都市空間やまちづくりについてのフィールドワークを実施し、その結果をまとめ、発表
することができる。 
③ 卒業論文の執筆に向けて、社会学的な研究テーマを選定 

19.教科書・教材 授業内にて説明します。 

20.参考文献 
南後由和『ひとり空間の都市論』ちくま新書、2018 年 
笹尾和宏『PUBLIC HACK 私的に自由にまちを使う』学芸出版社、2019 年 
その他、適宜紹介します。 

21.成績評価 

社会調査についての理解度を確認する課題（春学期）…学習目標①に対応（20 点） 
グループワークでの成果（春学期）…学習目標①に対応（10 点） 
PBL でのグループへの貢献（春学期）…学習目標①に対応（10 点） 
フィールドワークの記録（秋学期）…学習目標②に対応（10 点） 
フィールドワークのレポート（秋学期）…学習目標②に対応（20 点） 
卒業論文に向けたレポート（計画書）（秋学期）…学習目標③に対応（20 点） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ［活動］オリエンテーション（春学期） 【準備・宿題】年間計画を立てる 
【第 2・3
回】 

［活動］「居場所としての大学」（ディスカッショ
ン）：これまでの学修と大学生活をふりかえりながら

【準備】大学についての情報収集 
【宿題】授業内での議論をまとめる 



考える 

【第 4〜7
回】 

［活動］社会調査・フィールドワークに関する文献購
読・ディスカッション 
（第６週に中間発表会） 

【準備】文献・資料を読む 
【宿題】授業内での議論をまとめる 

【第 8・9
回】 

［活動］学内 PBL の計画と準備（グループワーク） 【準備】文献・資料を収集する 
【宿題】調査計画を修正・推敲する 

【第 10・11
回】 

［活動］学内 PBL リサーチ（グループワーク） 
【準備】予備調査を実施する 
【宿題】調査結果をまとめる（必要であれば
補充調査を実施する） 

【第 12・13
回】 

［活動］リサーチ結果をまとめる／ゼミ内発表会 【準備】発表用資料を作成する 
【宿題】議論の結果をまとめる 

【第 14 回】 ［活動］学内 PBL 発表会 
【準備】発表の準備をする 
【宿題】議論の結果をまとめる 

【第 15 回】 ［活動］まとめ／夏学期に向けて（計画をたてる） 
【準備】計画書を作成する 
【宿題】作成した計画書を修正・推敲する 

【第 16・17
回】 

［活動］オリエンテーション（秋学期）／夏学期の報
告 

【準備】夏学期の活動発表できるようにして
おく 
【宿題】秋学期の計画をたてる 

【第 18〜21
回】 

［活動］「都市的空間」の社会学（文献購読、資料探
索） 

【準備】文献を読んでおく／発表の準備をす
る 
【宿題】授業内での議論をまとめる 

【第 22・23
回】 

［活動］「都市的空間」のフィールドワーク 
【準備】フィールドワークの計画をたてる 
【宿題】フィールドワークの結果をまとめる 

【第 24・25
回】 ［活動］フィールドワークの成果報告 

【準備】発表の準備をする 
【宿題】議論をふまえレポートにまとめる 

【第 26〜28
回】 

［活動］卒業論文のテーマを考える 
【準備】発表の準備をする 
【宿題】卒業論文に向けたレポートを作成す
る（冬学期提出締め切り） 

【第 29 回】 ［活動］冬学期に向けて（計画をたてる） 
【準備】計画書を作成する 
【宿題】作成した計画書を修正・推敲する 

【第 30 回】 ［活動］PBL 成果発表会 【準備】発表の準備をする 
【宿題】議論の結果をまとめる 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y50 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久、一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 マーケティング（流通）専攻 9.履修学年 
３年生以上（2020 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、ホテルビジネス（ホテル事業
論）、ブライダルビジネス（ブライダルビ
ジネス論） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 名 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 



19.教科書・教材 適宜、資料を配布・配信します。 
20.参考文献 適宜、資料を配布・配信します。 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
工程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。  
 

22.コメント 

前年度に引き続き、BRANCH 神⼾学園都市との連携協力による PBL を行います。 
今年度のテーマは、前年度同様マーケティング調査に加え、SNS 発信、B-COLLEGE、イベ
ント（年３回）への参加などを通して、マーケティング全般の活動や運営について会見的に
学ぶとともに、若者目線による問題点・改善点を発見、提案していくことをミッションとし
て取り組んでいきます。 
なお授業回数と内容については連携協力の性質上、BRANCH 神⼾学園都市と相談の中で逐
次変化していきます。前年度同様に授業時間外での活動などもありますの 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業ガイダンス。 
新年度の授業内容、おおまかな連携協力の予定につい
ての説明。 
提出物、成績評価、発表等に関する一連の年間予定を
説明。 
 

前年度の取り組み成果についての振り返り 

第 2 回 

【マーケティング調査】 
年間予定をもとに、マーケティング調査に関する計画
を立案。 
BRANCH 神⼾学園都市への調査についての個人ワー
ク。前年度の振り返りとともに具体的な調査内容を検
討する。 

次回のグループワークのための個人ワークを
まとめる 

第 3 回 

【マーケティング調査】 
前回の個人ワークをもとにグループワークを行う。各
グループごとに具体的な提案をまとめ発表、
BRANCH への提案としてまとめる。  
 

【課題３】 
次回の発表のためグループワークをまとめる 

第 4 回 

【マーケティング調査】 
前回のグループワークでまとめた内容をもとに、
BRANCH 神⼾学園都市へ提案をし、協議を行う。 
 

提案・協議したものをまとめ、調査の準備を
行う 

第 5 回 
【マーケティング調査】 
マーケティング調査の実施。設定した調査手順に基づ
き、調査を実施する。 

自身の調査結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
調査結果をもとに個人ワークで集計・分析を行う。 

個人ワークで集計・分析結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
前回の個人ワークでまとめたものをもとにグループワ

グループワークによる結果を報告書としてま
とめる 



ーク。グループによる調査報告書をまとめる。 

 
【マーケティング調査】 
完成した調査報告書のゼミ内での発表、および
BRANCH への報告（発表）を行う。 

発表した結果を振り返りとしてまとめる 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 

 

年度末の調査報告書（6000 字）の提出（個人ワー
ク、事前に詳細を提示します）。またゼミ内での発表
会。グループワークとしとてポスター発表会のための
制作を行います。 

調査報告書、発表用資料等を準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y51 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
各専攻（エアライン・ホテルブライダル・旅行・
観光ビジネス専攻（地域コース）など 9.履修学年 

３年生以上（2020 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、エアラインビジネス論、現代航空
事情 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ゼミ振り分けの人数 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 



19.教科書・教材 適宜、資料を配信します。 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

専門研究Ⅰ 個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
      行程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
      専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
専門研究Ⅱ 調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
      発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 
調査研究報告書（6000 字以上）：50%  ・・・学習目標①② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習 

22.コメント 

エアライン専攻ゼミでは、最終ゴールはもちろんのこと、以下についても取り組みます。 
①調査研究レポートの作成、就活に向けて文章力を鍛える。⇒毎回、PC を持参し、課題の
テーマについて文章を作成します。また課題図書も設けます。 
②データの収集および分析力を高める。⇒アンケートの作成やデータ化、データの分析から
表やグラフの作成をできるようにＩＴリテラシーを身につけます。 
③就活に向けた情報力を高める。⇒具体的な業界や企業について担当者を決めて発表しま
す。（キャリアプランニングでも同じ課題が出されます。同じ内容でか 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

第 1 回：オリエンテーション（進め方全体やゼミで
目指す方向を確認） 
第 2 回：2 年次の研究内容の発表 グループ決定 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 3 回 
第 4 回 

第 3 回：研究テーマについての検討（前年度の取り
組みについて発表を確認） 
第 4 回：関空見学に向けてテーマから確認すべき事
項を取りまとめる 
   関空見学は 5 月 14 日、21 日、28 日（いずれ
も土曜日）に実施 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 5 回 
第 6 回 

第 5 回：関空見学後のテーマに関する部分をまと
め、更なる調査項目をピックアップ 
第 6 回＆第 7 回：関空見学により休講 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 8 回 
第 9 回 

第 8 回：成果計画表の作成 
第 9 回：工程表の作成 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 10 回 
第 11 回 

第 10 回： 合同発表会に向けて準備 
第 11 回：テーマ発表会 ANA 総研によるアドバイス 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 12 回〜第
14 回 
第 15 回 

第 12 回〜第 14 回：企業からのアドバイスや他大学
の発表から最終発表に向けて新たに追加すべき活動や
見直すべき活動を再検討 
第 15 回：夏休みに向けての課題 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 16 回 第 16 回：研究テーマの確認 毎回、課題が示されます。その課題に関し



第 17 回〜第
22 回 

第 17 回〜第 22 回：中間報告に向けて発表準備（毎
回発表を行います） 
 

て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 23 回 
第 24 回〜第
28 回 

第 23 回：中間報告会 
第 23 回〜第 28 回：個人研究作業およびグループ発
表作業 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 29 回 
第 30 回 

第 29 回：合同研究発表会  ANA 総研による採点 
第 30 回：個人課題研究提出 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y52 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 ホテル・ブライダル専攻 9.履修学年 
３年生以上（2020 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 

19.教科書・教材 
第 1 回までに課題図書を指定しますので各自で購入すること（大学では販売しません） 
資料は webclass で配布 



 
20.参考文献 浜田麻里他 2019『大学生と留学生のための 論文ワークブック』くろしお出版 

21.成績評価 

調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 
調査研究報告書（6000 字以上）：50%  ・・・学習目標①② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。 
 

22.コメント 

4 年次の調査研究成果報告書／企画提案書の作成に繋がる研究です。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
土、日を含むフィールドワークを予定しています。（アルバイトでの不参加は認めません） 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》課題の解決 
①ディスカッション：解決策の検討 
調査報告書に基づき、課題解決の方策を検討します。 
解決策の検討に必要な知識やスキルが不足していない
かも検討しましょう。 

【課題１ー１】 
解決策の検討において気づいた不足する知識
やスキルについて調べ、次回授業で発表・共
有して下さい。（担当割り当て個人ワーク） 

第 2 回 

《ブロック１》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１ー１についてのミニ講義を行い、質疑応答の
後、ディスカッションを行い、解決策の検討を行いま
す。 

【課題２】 
解決策についてのアイデア出しを行い、レポ
ートにまとめ、次回授業時に提出して下さ
い。（全員個人ワーク） 

第 3 回 

《ブロック 1》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答： 
課題１−１についてミニ講義を行い、不足していた知
識やスキルを補完します。 
②発表+ディスカッション： 
グループに分かれ課題１−２を各自発表後、ディスカ
ッションを行い、解決策をまとめます。 

【課題１−２】 
企画提案書の作り方について調べ、資料を作
成し、次回授業で講義をして下さい。（担当
割り当て個人ワーク） 

第 4 回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：企画提案書の作り方 
企画提案書の作り方について詳細を理解します。 
②講義：企画提案書の作り方 
企画提案書の構成、書き方、留意点等について理解し
ます。 

【課題１−３】 
プレゼンテーション資料の作り方、プレゼン
テーションの方法について、調べ次回授業で
講義をして下さい。 
【課題３】 
企画提案書の執筆を開始して下さい。（全員
個人ワーク） 

第 5 回 
《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：プレゼンテーションの方法 
プレゼンテーション資料の作り方、方法、留意点につ

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク） 



いて理解します。 
②ディスカッション：プレゼンテーション資料 
プレゼンテーション資料の構成、内容、デザイン、ス
タイルについて検討を行います。  
 

【課題４−１】 
プレゼンテーション資料のラフ案を作成し、
次回授業で発表して下さい。 

第 6 回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+ディスカッション：プレゼンテーション 
各自プレゼンテーションラフ案を発表し、ディスカッ
ションを行い、構成、内容、デザイン、スタイル、作
業の役割分担を決めましょう。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−２】 
プレゼン資料の作成を開始（担当割り当て個
人ワーク） 

第 7 回 

《ブロック２》企画提案 
①講義：論文の書き方 
論文の書き方についての詳細を理解し、企画提案書の
作成に活用しましょう。 
 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第 8 回 

《ブロック２》企画提案 
①制作：プレゼン資料 
グループに分かれ、プレゼン資料案を発表し、とりま
とめ作業を行います。全体のデザイン、流れに留意し
て完成させましょう。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第 9 回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+審査・講評：プレゼンテーション 
各グループごとにプレゼンテーションを行います。全
員で審査を行い、審査結果を集計・発表後、講評を行
います。 
１位となったグループは、各グループの良い処を取り
入れ、審査結果、講評を参考に、最終案を作成しま
す。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−４】 
１位となったグループは、審査、講評結果を
踏まえ、プレゼン資料を完成させて下さい。
（グループワーク） 

第 10 回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+講評：プレゼンテーション 
１位グループが発表を行います。全員で講評を行い、
ブラッシュアップします。 
②発表+助言・指導：企画提案書 
企画提案書の進捗状況を各自報告、助言指導を行いま
す。 

【課題１ー４】 
会議の開催・運営の方法、国際プロトコルに
ついて調べ、次回の授業で講義して下さい。 
【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク） 

第 11 回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：会議の開催運営とプロトコル 
会議の開催方法、プロトコルについて理解します。 
②ディスカッション： 
連携先へのプレゼンテーション審査会の企画を立てま
す。日程、案内状、設営、資材、当日の運営、役割分
担について検討して下さい。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−５】 
プレゼンテーション審査会の準備活動開始 

第 12 回
6/27 

《ブッロック２》企画提案 
連携先をお招きし、プレゼンテーション審査会を行い
ます。 
各自役割分担に応じて活動して下さい。 

 

第 13 回 
《ブッロック２》企画提案 
①ディスカッション：ふりかえり 

【課題３】 
企画提案書最終原稿案を提出して下さい。 



プレゼンテーションの振り返りを行います。 
②講義：企画提案書の報告会に向けて、口頭試問の留
意点を理解します。 

第 14 回 
《ブッロク２》企画提案 
企画提案書を返却します。コメントを参考に修正を行
い、最終原稿を作成して下さい。 

【課題３】 
企画提案書の最終原稿を作成し提出して下さ
い。 

第 15 回 

《ブロック２》企画提案 
①企画提案報告会 
各自３分で企画提案の要旨を発表し、教員の質疑応答
を受けます。 

【課題５】 
口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y53 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 マーケティング（流通）専攻 9.履修学年 
３年生以上（2020 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、ホテルビジネス（ホテル事業
論）、ブライダルビジネス（ブライダルビ
ジネス論） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 名 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 



19.教科書・教材 適宜、資料を配布・配信します。 
20.参考文献 適宜、資料を配布・配信します。 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
工程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。  
 

22.コメント 

前年度に引き続き、BRANCH 神⼾学園都市との連携協力による PBL を行います。 
今年度のテーマは、前年度同様マーケティング調査に加え、SNS 発信、B-COLLEGE、イベ
ント（年３回）への参加などを通して、マーケティング全般の活動や運営について会見的に
学ぶとともに、若者目線による問題点・改善点を発見、提案していくことをミッションとし
て取り組んでいきます。 
なお授業回数と内容については連携協力の性質上、BRANCH 神⼾学園都市と相談の中で逐
次変化していきます。前年度同様に授業時間外での活動などもありますの 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業ガイダンス。 
新年度の授業内容、おおまかな連携協力の予定につい
ての説明。 
提出物、成績評価、発表等に関する一連の年間予定を
説明。 
 

前年度の取り組み成果についての振り返り 

第 2 回 

【マーケティング調査】 
年間予定をもとに、マーケティング調査に関する計画
を立案。 
BRANCH 神⼾学園都市への調査についての個人ワー
ク。前年度の振り返りとともに具体的な調査内容を検
討する。 

次回のグループワークのための個人ワークを
まとめる 

第 3 回 

【マーケティング調査】 
前回の個人ワークをもとにグループワークを行う。各
グループごとに具体的な提案をまとめ発表、
BRANCH への提案としてまとめる。  
 

【課題３】 
次回の発表のためグループワークをまとめる 

第 4 回 

【マーケティング調査】 
前回のグループワークでまとめた内容をもとに、
BRANCH 神⼾学園都市へ提案をし、協議を行う。 
 

提案・協議したものをまとめ、調査の準備を
行う 

第 5 回 
【マーケティング調査】 
マーケティング調査の実施。設定した調査手順に基づ
き、調査を実施する。 

自身の調査結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
調査結果をもとに個人ワークで集計・分析を行う。 

個人ワークで集計・分析結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
前回の個人ワークでまとめたものをもとにグループワ

グループワークによる結果を報告書としてま
とめる 



ーク。グループによる調査報告書をまとめる。 

 
【マーケティング調査】 
完成した調査報告書のゼミ内での発表、および
BRANCH への報告（発表）を行う。 

発表した結果を振り返りとしてまとめる 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 

 

年度末の調査報告書（6000 字）の提出（個人ワー
ク、事前に詳細を提示します）。またゼミ内での発表
会。グループワークとしとてポスター発表会のための
制作を行います。 

調査報告書、発表用資料等を準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y54 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光ビジネス専攻（地域コース） 9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 

19.教科書・教材 適宜、資料を WEB 配信します。 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 



調査研究報告書（6000 字以上）：50%  ・・・学習目標①② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。 
 

22.コメント 

・3 月現在、在神⼾・国連プロジェクトサービス機関「UNOPS」（ユノップス）と PBL 連携
の協議中です。とくに SDGs に関するミッションについて調査研究活動を行っていくことに
なります。到達目標を設定し、現地調査活動を行いますので、交通費や宿泊費の負担が必要
となる場合があります。 
・本授業ではラーニング・コミュニティ（一歩外に出て、自分で考えて行動する力を育み、
体験を通して生きた知識を学び、自己理解を深めること）を基本とします。 
・本授業での学習は、授業時間以外での自己能動的学習が主体となります。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

《イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》課題の解決 
①ディスカッション：解決策の検討 
調査報告書に基づき、課題解決の方策を検討します。 
解決策の検討に必要な知識やスキルが不足していない
かも検討しましょう。 

【課題１ー１】 
解決策の検討において気づいた不足する知識
やスキルについて調べ、次回授業で発表・共
有して下さい。（担当割り当て個人ワーク） 

第２回 

《ブロック１》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１ー１についてのミニ講義を行い、質疑応答の
後、ディスカッションを行い、解決策の検討を行いま
す。 

【課題２】 
解決策についてのアイデア出しを行い、レポ
ートにまとめ、次回授業時に提出して下さ
い。（全員個人ワーク） 

第３回 

《ブロック 1》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答： 
課題１−１についてミニ講義を行い、不足していた知
識やスキルを補完します。 
②発表+ディスカッション： 
グループに分かれ課題１−２を各自発表後、ディスカ
ッションを行い、解決策をまとめます。 

【課題１−２】 
企画提案書の作り方について調べ、資料を作
成し、次回授業で講義をして下さい。（担当
割り当て個人ワーク） 

第４回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：企画提案書の作り方 
企画提案書の作り方について詳細を理解します。 
②講義：企画提案書の作り方 
企画提案書の構成、書き方、留意点等について理解し
ます。 

【課題１−３】 
プレゼンテーション資料の作り方、プレゼン
テーションの方法について、調べ次回授業で
講義をして下さい。 
【課題３】 
企画提案書の執筆を開始して下さい。（全員
個人ワーク） 

第５回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：プレゼンテーションの方法 
プレゼンテーション資料の作り方、方法、留意点につ
いて理解します。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク） 
【課題４−１】 



②ディスカッション：プレゼンテーション資料 
プレゼンテーション資料の構成、内容、デザイン、ス
タイルについて検討を行います。 

プレゼンテーション資料のラフ案を作成し、
次回授業で発表して下さい。 

第６回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+ディスカッション：プレゼンテーション 
各自プレゼンテーションラフ案を発表し、ディスカッ
ションを行い、構成、内容、デザイン、スタイル、作
業の役割分担を決めましょう。 
 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−２】 
プレゼン資料の作成を開始（担当割り当て個
人ワーク） 

第７回 

《ブロック２》企画提案 
①講義：論文の書き方 
論文の書き方についての詳細を理解し、企画提案書の
作成に活用しましょう。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第８回 

《ブロック２》企画提案 
①制作：プレゼン資料 
グループに分かれ、プレゼン資料案を発表し、とりま
とめ作業を行います。全体のデザイン、流れに留意し
て完成させましょう。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第９回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+審査・講評：プレゼンテーション 
各グループごとにプレゼンテーションを行います。全
員で審査を行い、審査結果を集計・発表後、講評を行
います。 
１位となったグループは、各グループの良い処を取り
入れ、審査結果、講評を参考に、最終案を作成しま
す。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−４】 
１位となったグループは、審査、講評結果を
踏まえ、プレゼン資料を完成させて下さい。
（グループワーク） 

第 10 回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+講評：プレゼンテーション 
１位グループが発表を行います。全員で講評を行い、
ブラッシュアップします。 
②発表+助言・指導：企画提案書 
企画提案書の進捗状況を各自報告、助言指導を行いま
す。 

【課題１ー４】 
会議の開催・運営の方法、国際プロトコルに
ついて調べ、次回の授業で講義して下さい。 
【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク） 

第 11 回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：会議の開催運営とプロトコル 
会議の開催方法、プロトコルについて理解します。 
②ディスカッション： 
連携先へのプレゼンテーション審査会の企画を立てま
す。日程、案内状、設営、資材、当日の運営、役割分
担について検討して下さい。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−５】 
プレゼンテーション審査会の準備活動開始 

第 12 回 

《ブッロック２》企画提案 
連携先をお招きし、プレゼンテーション審査会を行い
ます。 
各自役割分担に応じて活動して下さい。 

 

第 13 回 
《ブッロック２》企画提案 
①ディスカッション：ふりかえり 
プレゼンテーションの振り返りを行います。 

【課題３】 
企画提案書最終原稿案を提出して下さい。 



②講義： 
企画提案書の報告会に向けて、口頭試問の留意点を理
解します。 

第 14 回 
《ブッロク２》企画提案 
企画提案書を返却します。コメントを参考に修正を行
い、最終原稿を作成して下さい。 

【課題３】 
企画提案書の最終原稿を作成し提出して下さ
い。 

第 15 回 

《ブロック２》企画提案 
①企画提案報告会 
各自３分で企画提案の要旨を発表し、審査員２名（教
員）の質疑応答を受けます。 

【課題５】 
口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y55 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
各専攻（エアライン・ホテルブライダル・旅行・
観光ビジネス専攻（地域コース）など 

9.履修学年 
３年生以上（2020 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ゼミ振り分けの人数 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 



20.参考文献 なし 

21.成績評価 

専門研究Ⅰ 個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
      行程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
      専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
専門研究Ⅱ 調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
      発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 
調査研究報告書（6000 字以上）：50%  ・・・学習目標①② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習 

22.コメント 

 この科目は学生が「主役」ですので学生主体で運営を行います。各自が役割分担のもと
（必要な係を決め）、全員でクラスをマネジメントします。学生同士のディスカッションを
中心として、教員は必要に応じてアドバイスを行います。 
 演習は能動的な姿勢が不可欠です。観光がかかわるすべての出来事に関心を持つことで疑
問につなげてください。普段の行動では外出時に自らが観光客の視点で出かけ、そこで感じ
たことや気付いたことをまとめておくことが重要です。また自分で考えるだけでなく、出来
る限り様々な意見に耳を傾けてください。そうするこ 

23.オフィスアワー ⽕曜日３限目 研究室 
⽕曜日昼休み 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1~2 回目 

オリエンテーション 1 授業の目的と進め方、評価方
法 
 プロジェクトマネジメントについて説明します。 
オリエンテーション 2 連携先（地域、企業関係者）
によるミッション 
 今回取り組むプロジェクトマネジメントについての
説明と意見交換を行います。 

シラバスを事前に読んでおくこと。 
基本的なビジネスマナーについて事前に学習
してお 
くこと。 

3~4 回目 
ミッション１ 課題の発見 
ミッション２ 目標の設定Ⅰ 

ディスカッションにおける一人ひとりの果た
すべき 
役割、義務について事前に学んでおくこと。 
計画書の作り方について事前に学習しておく
こと。 

5~6 回目 
ミッション３ 目標の設定Ⅱ 
ミッション４ 活動計画の作成Ⅰ 

チームディスカッション 
課題１：活動計画案（個人）の作成 

7~8 回目 
ミッション５ 活動計画の作成Ⅱ 
ミッション６ 現状把握のための方法Ⅰ 

リサーチの基本的な方法について事前に学習
してお 
くこと。 
課題２：調査計画案（個人）の作成・提出 

9~10 回目 
ミッション７ 現状把握のための方法Ⅱ 
ミッション８ 現状調査の準備Ⅰ 

課題３：調査計画案（チーム）の作成 
調査準備作業 

11~12 回目 
ミッション９ 現状調査の準備Ⅱ 
ミッション 10 予備調査結果の実施とりまとめ 

調査準備作業 
予備調査結果のとりまとめ作業 

13~14 回目 
ミッション 11 本調査の実施 
ミッション 12 本調査結果のとりまとめ 

本調査準備作業 
調査結果報告書の作成作業 

15~16 回目 
ミッション 13 振り返り 
調査結果の分析Ⅰ 

課題４：リフレクション・レポート（個人）
の作 
成・提出 



課題 1：調査結果分析報告書の作成・提出
（個人） 

17~18 回目 
調査結果の分析Ⅱ 
課題の抽出Ⅰ 

調査結果分析作業（チーム） 
課題抽出作業（チーム） 

19~20 回目 課題の抽出Ⅱ 
課題解決策の準備 

 

21~22 回目 
課題解決策の立案Ⅰ 
課題解決策の立案Ⅱ 

課題 2：課題解決策案の作成・提出（個人） 
課題解決策の立案作業（チーム） 

23~24 回目 
課題解決策の立案Ⅲ 
課題解決策のまとめ 

課題解決策のとりまとめ作業（チーム） 

25~26 回目 プレゼンテーション準備Ⅰ 
プレゼンテーション準備Ⅱ 

課題３：プレゼンテーション資料作成作業
（チーム） 
プレゼンテーション資料作成作業（チーム） 

27~28 回目 
プレゼンテーション準備Ⅲ 
連携先関係者へのプレゼンテーション 

プレゼンテーション資料作成作業（チーム） 

29~30 回目 
ポスターセッション・ポスター作成 
総括 

課題４：ポスターセッション資料作成作業
（チーム） 
課題５；リフレクション・レポートの作成・
提出 
（個人） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y56 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 ホテル・ブライダル専攻 9.履修学年 
３年生以上（2019 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、ホテルビジネス（ホテル事業
論）、ブライダルビジネス（ブライダルビ
ジネス論） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 名 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 



19.教科書・教材 適宜、資料を WEB 配信します。 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 
調査研究報告書（6000 字以上）：50% ・・・学習目標①② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。 

22.コメント 

人生の中でも格別に華やかな行事である結婚式は、社会や人々の価値観の変化と連動してト
レンドが変化していきます。最近はコロナ禍によって大きな影響をうけました。しかし、ブ
ライダル企業は、そうしたなかでもさまざまな新しいアイディアで幸せのプロデュースに取
り組んでいます。ゼミでは、そうしたブライダル企業の現場が抱える課題について、連携企
業から具体的なミッションをいただき、その解決に取り組みます。 
【注意点】 
※１ ホテルもブライダルもマナーが第一です。連携企業との打ち合わせやインタビューな
どの際には常に身なりや行動 

23.オフィスアワー 個人研究室：木曜 5 限（秋） 
学修支援センター：⽕曜昼休み（秋） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

《イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》課題の解決 
①ディスカッション：解決策の検討 
調査報告書に基づき、課題解決の方策を検討します。 
解決策の検討に必要な知識やスキルが不足していない
かも検討しましょう。 

【課題１ー１】 
解決策の検討において気づいた不足する知識
やスキルについて調べ、次回授業で発表・共
有して下さい。（担当割り当て個人ワーク） 

第２回 

《ブロック１》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１ー１についてのミニ講義を行い、質疑応答の
後、ディスカッションを行い、解決策の検討を行いま
す。 

【課題２】 
解決策についてのアイデア出しを行い、レポ
ートにまとめ、次回授業時に提出して下さ
い。（全員個人ワーク） 

第３回 

《ブロック 1》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答： 
課題１−１についてミニ講義を行い、不足していた知
識やスキルを補完します。 
②発表+ディスカッション： 
グループに分かれ課題１−２を各自発表後、ディスカ
ッションを行い、解決策をまとめます。 

【課題１−２】 
企画提案書の作り方について調べ、資料を作
成し、次回授業で講義をして下さい。（担当
割り当て個人ワーク） 

第４回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：企画提案のまとめ方 
企画提案のまとめ方について詳細を理解します。 
②講義：調査研究報告書の作り方 
調査研究報告書の構成、書き方、留意点等について理
解します。 

【課題１−３】 
プレゼンテーション資料の作り方、プレゼン
テーションの方法について、調べ次回授業で
講義をして下さい。 
【課題３ー１】 
調査研究報告書のテーマ案と構成を考えて提
出してください。（全員個人ワーク） 



第５回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：プレゼンテーションの方法 
プレゼンテーション資料の作り方、方法、留意点につ
いて理解します。 
②ディスカッション：プレゼンテーション資料 
プレゼンテーション資料の構成、内容、デザイン、ス
タイルについて検討を行います。 

【課題３−２】 
調査研究報告書の『調査計画書』を提出して
ください。（全員個人ワーク） 
【課題４−１】 
プレゼンテーション資料のラフ案を作成し、
次回授業で発表して下さい。 

第６回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+ディスカッション：プレゼンテーション 
各自プレゼンテーションラフ案を発表し、ディスカッ
ションを行い、構成、内容、デザイン、スタイル、作
業の役割分担を決めましょう。 
 

【課題３ー３】 
調査研究報告書の執筆を始めてください。
（全員個人ワーク） 
【課題４−２】 
プレゼン資料の作成を開始（担当割り当て個
人ワーク） 

第７回 

《ブロック２》企画提案 
①講義：論理的な文章の書き方 
論理的な文章の書き方についての詳細を理解し、調査
研究報告書の作成に活用しましょう。 

【課題３】 
調査研究報告書の執筆を続けて下さい。（全
員個人ワーク） 
【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第８回 

《ブロック２》企画提案 
①制作：プレゼン資料 
グループに分かれ、プレゼン資料案を発表し、とりま
とめ作業を行います。全体のデザイン、流れに留意し
て完成させましょう。 

【課題３】 
調査研究報告書の執筆を続けて下さい。（全
員個人ワーク） 
【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第９回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+審査・講評：プレゼンテーション 
各グループごとにプレゼンテーションを行います。全
員で審査を行い、審査結果を集計・発表後、講評を行
います。 
１位となったグループは、各グループの良い処を取り
入れ、審査結果、講評を参考に、最終案を作成しま
す。 

【課題３】 
調査研究報告書の執筆を続けて下さい。（全
員個人ワーク） 
【課題４−４】 
１位となったグループは、審査、講評結果を
踏まえ、プレゼン資料を完成させて下さい。
（グループワーク） 

第１０回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+講評：プレゼンテーション 
１位グループが発表を行います。全員で講評を行い、
ブラッシュアップします。 
②発表+助言・指導：調査研究報告書 
調査研究報告書の進捗状況を各自報告、助言指導を行
います。 

【課題３】 
調査研究報告書の執筆を続けて下さい。（全
員個人ワーク） 

第１１回 

《ブロック２》企画提案 
ディスカッション： 
連携先へのプレゼンテーション審査会の企画を立てま
す。日程、案内状、設営、資材、当日の運営、役割分
担について検討して下さい。 

【課題３】 
調査研究報告書の執筆を続けて下さい。（全
員個人ワーク）【課題４−５】 
プレゼンテーション審査会の準備活動開始 

第１２回 
《ブッロック２》企画提案 
連携先をお招きし、プレゼンテーション審査会を行い
ます。 

 



各自役割分担に応じて活動して下さい。 

第１３回 

《ブッロック２》企画提案 
①ディスカッション：ふりかえり 
プレゼンテーションの振り返りを行います。 
②助言・指導 
調査研究報告書の作成状況を報告し、修正点・不足し
ている点について理解します。 

【課題３】 
調査研究報告書の最終原稿案を提出して下さ
い。 

第１４回 
《ブッロク２》企画提案 
調査研究報告書の原稿を返却します。コメントを参考
に修正を行い、最終原稿を作成して下さい。 

【課題３】 
調査研究報告書の最終原稿を作成し提出して
下さい。 

第１５回 

《ブロック２》企画提案 
調査研究報告書の振り返り 
・調査方法が適切だったか 
・不足している情報はなにか 
・分析は適切だったか 
・さらに深めるための課題はなにか 等 
 

【課題５】 
振り返りシートをまとめる 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2303-
Y57 

2.科目名 専門研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 観光ビジネス （地域） 9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につながる
新たな観光価値をデザインする。」です。3 年次では、「ウェルビーイング社会を実現する観
光ビジネスを考える」というテーマで、グローバルに変化し続ける社会と経済のなかで、観
光ビジネスはどのようにウェルビーイング社会の実現につながるのかについて、以下の内容
に取り組みます。 
①ビジネス構造と機能を理解する 
②従来の枠にとらわれない「新しい観光価値」を具体的なアイデアにデザインする 
③専門分野のビジネス課題について実現可能な提案をする 
具体的な成果物としては、以下を作成します。 
・個人ワークで行う成果計画表 ※「何を、なぜ調べる必要があるのか」課題の背景、要因
（なぜそれが課題になっているのか）をまとめる。 
・個人ワークで行う工程表 
・個人ワークで行う調査報告書（6000 字） 
・グループによる発表（ポスター形式） 
授業を進めるにあたっては、「Team」あるいは「Learning Community」を形成し、協働し
ながら互いに高めあう学びを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り 

19.教科書・教材 適宜、資料を WEB 配信します。 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 



調査研究報告書（6000 字以上）：50%  ・・・学習目標①② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。 
 

22.コメント 

・3 月現在、在神⼾・国連プロジェクトサービス機関「UNOPS」（ユノップス）と PBL 連携
の協議中です。とくに SDGs に関するミッションについて調査研究活動を行っていくことに
なります。到達目標を設定し、現地調査活動を行いますので、交通費や宿泊費の負担が必要
となる場合があります。 
・本授業ではラーニング・コミュニティ（一歩外に出て、自分で考えて行動する力を育み、
体験を通して生きた知識を学び、自己理解を深めること）を基本とします。 
・本授業での学習は、授業時間以外での自己能動的学習が主体となります。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み  
学習支援センター：⽕曜昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

《イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》課題の解決 
①ディスカッション：解決策の検討 
調査報告書に基づき、課題解決の方策を検討します。 
解決策の検討に必要な知識やスキルが不足していない
かも検討しましょう。 

【課題１ー１】 
解決策の検討において気づいた不足する知識
やスキルについて調べ、次回授業で発表・共
有して下さい。（担当割り当て個人ワーク） 

第２回 

《ブロック１》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１ー１についてのミニ講義を行い、質疑応答の
後、ディスカッションを行い、解決策の検討を行いま
す。 

【課題２】 
解決策についてのアイデア出しを行い、レポ
ートにまとめ、次回授業時に提出して下さ
い。（全員個人ワーク） 

第３回 

《ブロック 1》課題の解決 
①ミニ講義+質疑応答： 
課題１−１についてミニ講義を行い、不足していた知
識やスキルを補完します。 
②発表+ディスカッション： 
グループに分かれ課題１−２を各自発表後、ディスカ
ッションを行い、解決策をまとめます。 

【課題１−２】 
企画提案書の作り方について調べ、資料を作
成し、次回授業で講義をして下さい。（担当
割り当て個人ワーク） 

第４回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：企画提案書の作り方 
企画提案書の作り方について詳細を理解します。 
②講義：企画提案書の作り方 
企画提案書の構成、書き方、留意点等について理解し
ます。 

【課題１−３】 
プレゼンテーション資料の作り方、プレゼン
テーションの方法について、調べ次回授業で
講義をして下さい。 
【課題３】 
企画提案書の執筆を開始して下さい。（全員
個人ワーク） 

第５回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：プレゼンテーションの方法 
プレゼンテーション資料の作り方、方法、留意点につ
いて理解します。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク） 
【課題４−１】 



②ディスカッション：プレゼンテーション資料 
プレゼンテーション資料の構成、内容、デザイン、ス
タイルについて検討を行います。 

プレゼンテーション資料のラフ案を作成し、
次回授業で発表して下さい。 

第６回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+ディスカッション：プレゼンテーション 
各自プレゼンテーションラフ案を発表し、ディスカッ
ションを行い、構成、内容、デザイン、スタイル、作
業の役割分担を決めましょう。 
 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−２】 
プレゼン資料の作成を開始（担当割り当て個
人ワーク） 

第７回 

《ブロック２》企画提案 
①講義：論文の書き方 
論文の書き方についての詳細を理解し、企画提案書の
作成に活用しましょう。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第８回 

《ブロック２》企画提案 
①制作：プレゼン資料 
グループに分かれ、プレゼン資料案を発表し、とりま
とめ作業を行います。全体のデザイン、流れに留意し
て完成させましょう。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−３】 
プレゼン資料を完成させて下さい。（グルー
プワーク） 

第９回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+審査・講評：プレゼンテーション 
各グループごとにプレゼンテーションを行います。全
員で審査を行い、審査結果を集計・発表後、講評を行
います。 
１位となったグループは、各グループの良い処を取り
入れ、審査結果、講評を参考に、最終案を作成しま
す。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−４】 
１位となったグループは、審査、講評結果を
踏まえ、プレゼン資料を完成させて下さい。
（グループワーク） 

第 10 回 

《ブロック２》企画提案 
①発表+講評：プレゼンテーション 
１位グループが発表を行います。全員で講評を行い、
ブラッシュアップします。 
②発表+助言・指導：企画提案書 
企画提案書の進捗状況を各自報告、助言指導を行いま
す。 

【課題１ー４】 
会議の開催・運営の方法、国際プロトコルに
ついて調べ、次回の授業で講義して下さい。 
【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク） 

第 11 回 

《ブロック２》企画提案 
①ミニ講義：会議の開催運営とプロトコル 
会議の開催方法、プロトコルについて理解します。 
②ディスカッション： 
連携先へのプレゼンテーション審査会の企画を立てま
す。日程、案内状、設営、資材、当日の運営、役割分
担について検討して下さい。 

【課題３】 
企画提案書の執筆を続けて下さい。（全員個
人ワーク）【課題４−５】 
プレゼンテーション審査会の準備活動開始 

第 12 回 

《ブッロック２》企画提案 
連携先をお招きし、プレゼンテーション審査会を行い
ます。 
各自役割分担に応じて活動して下さい。 

 

第 13 回 
《ブッロック２》企画提案 
①ディスカッション：ふりかえり 
プレゼンテーションの振り返りを行います。 

【課題３】 
企画提案書最終原稿案を提出して下さい。 



②講義： 
企画提案書の報告会に向けて、口頭試問の留意点を理
解します。 

第 14 回 
《ブッロク２》企画提案 
企画提案書を返却します。コメントを参考に修正を行
い、最終原稿を作成して下さい。 

【課題３】 
企画提案書の最終原稿を作成し提出して下さ
い。 

第 15 回 

《ブロック２》企画提案 
①企画提案報告会 
各自３分で企画提案の要旨を発表し、審査員２名（教
員）の質疑応答を受けます。 

【課題５】 
口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
現代社会学部 
総合社会学科 9.履修学年 4 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
4 年間の大学での学修成果を、各自の問題意識に応じたテーマで論文の形にまとめ上げるこ
とを目的とする。 
【概要】 
・このクラスでは、企業の環境・社会問題への取り組み、企業の科学技術などから、卒業論
文のテーマを選ぶことを想定している。 
・研究や論文作成のための個人指導を中心とした指導を行う。 
・途中経過をクラス内で発表し、相互に研さんし合う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●春学期     
 1．卒業論文のテーマを決定し、研究計画を立案する。    
 2．卒業後の進路が明確化しており、そのための具体的な行動を行っている。 
    
●秋学期    
 3．卒業論文を完成させる。     
 4．進路が決定している。 

19.教科書・教材 
特に指定しない。卒論のテーマに応じて、学生ごとに文献を紹介する。  
また、必要に応じて教材を配布する予定である。 

20.参考文献  

21.成績評価 

研究計画書      20%     
中間・最終報告会  20%     
卒業論文       50%     
e-ポートフォリオ   10% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー ：金昼休み 
センターオフィスアワー 神⼾山手 1 号館 2 階ラーニングコモンズ：木昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春学期 
第 1/2 回 

第 1 回    
●授業ガイダンス、e-ポートフォリオ、卒論スケジュ
ール確認  
 ・シラバスに基づいた授業のガイダンス 
 ・前学期の振り返り、春学期の目標設定を e-ポー
トフォリオに入力する。 ・授業の進め方と卒論提出
までのスケジュールを確認する。  
   
第 2 回    

第 1 回 
○e-ポートフォリオの入力を行う 
○研究計画書の下書きの準備 
   
第 2 回 
○研究計画書の準備 
  
★毎回 PC 持参 



●研究計画の立案①     
 ・卒業論文執筆要領の説明 
 ・テーマ、先行研究と目的、参考文献などを確認す
る。 

第 3/4 回 

第 3 回     
●研究計画の立案②     
 ・研究方法、論文構成を作成する。   
     
第 4 回    
●研究計画の立案③    
 ・研究計画書の作成   
  
 ・研究計画書の発表の準備 

第 3 回 
○研究計画書の準備 
  
第 4 回 
○研究計画書の作成・仕上げ   
★毎回 PC 持参 

第 5/6 回 

第 5 回    
●研究計画の報告①    
 ・研究計画について、クラス内で報告する。  
 ・フィードバックを受け、さらに計画を練る 
      
第 6 回     
●研究計画の報告②    
 ・修正した研究計画を再度報告する。 
（研究計画書の提出の準備を行う。） 

第 5 回  
○フィードバックを受け、計画を練る 
   
第 6 回 
○研究計画書の完成させる  
★毎回 PC 持参 

第 7/8 回 

第 7 回    
●研究計画書の完成    
 ・研究計画書の様式を完成させる。  
      
第 8 回    
●個別研究報告①    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 7 回 
○研究計画書の作成・仕上げ 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 8 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 9/10 回 

第 9 回    
●個別研究報告②    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 10 回    
●個別研究報告③    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 9 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 10 回  
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 11/12 回 

第 11 回     
●個別研究報告④    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 12 回     
●個別研究報告⑤    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 11 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 12 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 13/14 回 

第 13 回     
●個別研究報告⑥    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      

第 13 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 14 回  



第 14 回    
●個別研究報告⑦    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

○フィードバックを受け、修正作業を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 15 回 
秋学期 
第 16 回 

第 15 回   
●春学期のまとめと授業アンケート 
 ・卒論執筆の進捗状況の確認。  
     
     
      
秋学期     
第 16 回    
●卒論執筆の進捗状況の確認と秋学期のスケジュール
確認。  
●前学期の振り返り、秋学期の目標設定を e-ポート
フォリオに入力する。 

第 15 回 
○夏季休業中の卒論執筆の推進。 
   
秋学期 
第 16 回 
○卒論執筆の推進 
  
★PC 持参 

第 17/18 回 

第 17 回    
●個別研究報告⑧    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 18 回    
●個別研究報告⑨    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 17 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 18 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 19/20 回 

第 19 回    
●個別研究報告⑩    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
     
第 20 回    
●個別研究報告⑪    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 19 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 20 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
★毎回 PC 持参 

第 21/22 回 

第 21 回    
●個別研究報告⑫    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
     
第 22 回    
●個別研究報告⑬    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 21 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
第 22 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 23/24 回 

第 23 回     
●個別研究報告⑭    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 24 回    
●個別研究報告⑮    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 23 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 24 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 25/26 回 

第 25 回    
●個別研究報告⑯    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
     
第 26 回    

第 25 回   
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 26 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 



●個別研究報告⑰    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 27/28 回 

第 27 回     
●卒論提出の準備①     
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 
      
第 28 回    
●卒論提出の準備①    
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 

第 27 回 
○卒論提出の準備 
第 28 回  
○卒論提出の準備 
★PC 持参 

第 29/30 回 

第 29 回    
●卒論報告会の準備    
 ・卒論報告会に向けて、クラス内での報告会を行
う。      
第 30 回     
●秋学期のまとめと授業アンケート 
●卒業に向けた振り返り 

第 29 回 
○報告会に向けた準備 
★PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y02 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門演習を修得して
いること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 テーマを決める?問題設定?調査を経て、卒業論文を執筆する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(S1)修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に
理解する力、(S2)社会や文化について科学的に理解する力（S3）新たな文化創造のための豊
かな感性を涵養し、社会発展に貢献する力。 健やかて゛調和のとれた人格と、しなやかな
て゛豊かな知性を自ら形成て゛きる人間性の学修に関連している。  
本科目の学習目標は次のとおり。 
①問題意識を具体化し、テーマを設定しその研究目的を説明できる。 
②調査を計画・実施し、収集したデータの分析ができる。 
③収集したデータをもとに考察し論文にま 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
課題１：卒論計画書…20 点[学習目標①に対応］ 
課題２：卒業論文…70 点[学習目標②③に対応］ 
課題３：口頭試問…10 点[学習目標①③に対応］ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 2 回】?
【第 6 回】 研究計画の設計 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 7 回】?
【第 8 回】 インターネットによるサーベイ 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 9 回】?
【第 10 回】 文献リストの作成 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む



（100 分） 

【第 11
回】?【第
13 回】 

文献調査 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 14
回】?【第
15 回】 

研究計画の見直し 

準備学習：報告の準備をする（100 分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 
課題１提出 

【第 16
回】?【第
17 回】 

中間報告 1 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 18
回】?【第
19 回】 

中間報告 2 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 20
回】?【第
21 回】 

中間報告 3 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 22
回】?【第
23 回】 

中間報告 4 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 24 回】 中間報告 5 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 25 回】 中間報告 6 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 26 回】 中間報告 7 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 27 回】 中間報告 8 
準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100



分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 28
回】?【第
30 回】 

口頭試問 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件 
認定心理士(必修)   
 11.先修条件 

基礎演習または課題研究、専門演習を履修
済みのこと    
   
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習(遠隔授業の場合は、ZOOM などを使
用する） 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 心理学に関係した自分自身の関心に基づいたテーマを設定し、卒業論文を執筆します。その
中で、資料の収集、データの集計や統計的分析の力も身に着けます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の S1．修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力、S2．社会や文化について科学的に理解する力、の学
習に関連しています。                                           
本科目の学習目標は以下の通りです。 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 
20.参考文献 関連する文献情報は初回授業でアナウンスし、授業中にも適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・卒業研究のための資料収集：30 点【学習目標の①②に対応】  
        
・卒業論文の執筆: 70 点【学習目標①②に対応】 
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 
        
   
 

22.コメント 

これまでに学んできた心理学の知識をベースに研究を進めることになります。できるだけ早
い段階で関心があるテーマを見つけ、卒業研究の方向性を定め、余裕をもって卒業論文の執
筆できるように心掛けてください。データの分析方法についてははこれまでの授業の復習を
行うことを推奨します。      
   
        
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜 4 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス ・オリエンテーション（本授業の目標・
内容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の留意
点などについて説明する 自己紹介を行う） 

復習：今回の復習  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 2 回〜
第 4 回】 

研究計画の作成  
・実習 関心があるテーマを探し、研究計画を作成す
る 

課題：研究計画を作成する 

【第５回〜 資料の収集 課題：調べた資料をまとめる 



第 7 回】 ・実習 自分の関心があるテーマに関する先行研究な
どの資料を調べる 

【第 8 回〜
第 10 回】 

研究準備 
・調査などの研究手法について決め、その準備を行う 
 

課題：自分の研究テーマに合った研究手法を
選びそのための準備を行う 

【第 11 回〜
第 14 回】 

研究準備 
・決まった研究手法に沿って研究準備を行う。質問紙
調査の場合は質問紙の作成などを行う 

課題：今までの研究の進捗状況の発表の準備
を行う   
 

【第 15 回】 
発表会 
・研究の進捗状況について発表する 

課題：夏休み中に研究を進め、次回発表する
資料を作成する 

【第 16 回】 
報告会 
・夏休み中の研究の進捗状況を発表する 

課題：発表の際に受けた指摘を受け、修正を
行い、卒業論文の執筆を進める 

【第１7 回・
第１8 回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。     
 

【第 19・第
20 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 21・第
22 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 23・第
24 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 25・第
26 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 27 回・
第 28 回】 

ゼミ発表会 
・卒業研究について発表を行い、ディスカッションを
行う 

課題：発表におけるディスカッションやフィ
ードバックを基に自分の研究を見直す 

【第 29 回】 
卒論発表会準備 
・査読結果を結果を返却し、フィードバックをうけ、
卒論発表会に向けた準備を行う 

課題：卒論発表会に向けた資料の準備 

【第 30 回】 総括 復習：授業を通して学んだことを整理する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
４年間にわたる大学での学習成果として、各自が関心のあるテーマ設定・独創的な仮説設定
により、卒業論文を完成させる（通年）。春学期は、論文作成の基礎となる文献研究と資料
収集を中心となるが、授業では発表・討論を通じて他の学生のテーマについても理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■ 経営学的に意味のある研究テーマを設定する。 
■ そのテーマに関する先行研究（文献・資料）をレビューし、必要なフィールド調査を行
う。 
■ これらを通して、研究テーマについて独創的な仮説を設定する。 
■ 論文作成のプロセスで、ゼミ内での討議や発表を行う。 
■ 4 年間の学びの集大成として、卒業論文を完成させる。 

19.教科書・教材 指定なし（毎回プリント資料を配布） 
20.参考文献 講義において都度提示する。 

21.成績評価 

研究計画：30% 
■ 研究テーマ設定と先行研究レビュー 
■ 研究仮説の設定 
中間報告会・最終報告会発表：15% 
卒業論文：50%  
e-ポートフォリオ「振り返り」投稿：5% 

22.コメント 

本講義では、講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業におけるマ
ネジメント経験と、現在行っているビジネス・コンサルテーション経験をベースに、グロー
バル・ビジネスの最前線における経営（マネジメント）について、具体的な事例研究を交え
て講義する。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回・第
2 回 

＜ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領＞ 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
＜研究計画（１）＞ 
・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 

 

第 3 回・第
4 回 

＜研究計画（２）＞ 
・論文の目的、概要を整理し、テーマを設定する。 
＜研究計画（３）＞ 
・資料、参考文献リストを作成する。 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。 
○資料、参考文献リストを完成させる。 

第 5 回・第
6 回 

＜研究計画の中間発表（１）＞ 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

★中間発表資料を作成する。 
○研究を進める。 



＜研究計画の中間発表（２）＞ 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

○研究を進める。 

第 7 回・第
8 回 

＜論文構成の検討＞ 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
＜研究計画書の作成＞ 
・資料、参考文献を再検討する。 

○研究を進める。 
★研究計画書を指定する期限までに提出す
る。 
 

第 9 回・第
10 回 

＜個別研究報告（１）＞ 
・研究テーマについて独創的な仮説を設定する。 
＜個別研究報告（２）＞ 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 11 回・第
12 回 

＜個別研究報告（３）＞ 
＜個別研究報告（４）＞ 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 13 回・第
14 回 

＜中間報告会準備＞ 
＜中間報告会（１）＞ 
・合同で中間報告会を実施する。 

○研究を進める。 
★中間報告会資料を作成する。 

第 15 回・第
16 回 

＜中間報告会（２）＞ 
・合同で中間報告会を実施する。 
＜ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領＞ 
・前学期の振り返り、秋学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・今後のスケジュール、卒論執筆要領を確認する。 
・夏休みの課題を確認する。 
 

★（テーマ変更の場合）研究計画書変更届を
指定された期限までに提出する。 
○e ポートフォリオに入力する。 

第 17 回・第
18 回 

＜夏休みの課題報告＞ 
＜後期の計画確認＞ 

★卒業論文（5,000 字以上）を夏休み期間中
に完成させる。 
○研究を進める。 

第 19 回・第
20 回 

＜個別研究報告（５）＞ 
＜個別研究報告（６）＞ 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 21 回・第
22 回 

＜個別研究報告（７）＞ 
＜個別研究報告（８）＞ 
 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 23 回・第
24 回 

＜論文要旨＞ 
・論文の要旨をまとめる。 
＜原稿見直し・修正＞ 
 

○研究を進める。 
★原稿提出 
○原稿を修正する。 

第 25 回・第
26 回 

＜卒論提出＞ 
＜報告会準備＞ 

○原稿を修正する。 
★卒論提出期間内に提出する 
○卒論報告会資料を作成する。 

第 27 回・第
28 回 

＜ゼミ内卒論報告会＞ ○卒論報告会資料を作成する。 

第 29 回・第
30 回 

＜ゼミ内卒論報告会＞ 
＜最終報告会準備＞ 

○卒論報告会資料を修正する。 
○e-ポートフォリオに「振り返り」を投稿す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 飯嶋香織 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年生〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門演習を修得して
いること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 3 年次の専門演習での議論や調査研究をふまえつつ、受講者各自が、卒業論文執筆のため
の発表と議論をおこなう。 
 それぞれの興味に応じて論文のテーマを決め、関連文献に目を通し、質問紙調査の実施や
インタビュー調査などでデータを収集し、毎週のゼミでの発表・討論を重ねながら、卒業論
文にまとめていく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S2、S3 の学修に関連している。 
最終的な目標は 
 ①社会学に関する卒業論文を完成させること。 
 ②卒業論文発表会にて、自身の卒論をプレゼンできる。 
そのために以下のことをおこなう 
（1）先行研究を調べる（2）3 年次にたてたリサーチ・クエスチョンの再検討 （3）各自
の研究テーマで、インタビュー調査や参与観察、あるいは文献研究などを行う、（4）調査か
ら知見を見出す、（5）卒業論文として文章を組み立てる である。 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 受講態度、参加姿勢（50 点）：学習目標①に対応 
卒業論文発表会でのプレゼン内容（50 点）：学習目標②に対応 

22.コメント 
 卒業論文の執筆については、多くの場合授業時間外に時間を確保する。 
 就職活動など重要な事項もあり、卒業論文の作成が着実に進むように、年間スケジュール
を立ててお置く必要がある。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 2 限目 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1-2
回】 

第 1 回 オリエンテーション 
 卒業論文作成までのスケジュールの確認 
第 2 回 研究計画書の作成 

【予習・復習】卒業論文執筆のための年間計
画を考えること 

【第 3-4
回】 

［活動］先行研究のレビュー 
【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】研究計画に沿って先行研究のまと
め・整理をおこなうこと。 

【第 5 回~7
回】 

各自の研究改革に基づいての調査研究  
 質問紙調査の実施の準備 
 インタビュー、フィールドワーク調査の実施 
 文献研究 

【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】研究計画に沿って先行研究のまと
め・整理をおこなうこと。 

【第 8 回
~11 回】 

［活動］ 
第 8 回、第 9 回、第 10 回  第 11 回 

【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】調査したことをまとめておく。 



各自の卒業論文の進め方にあわせた卒論作成のための
活動 
  質問紙調査の実施の準備 
  インタビュー、フィールドワーク調査の実施 
  文献研究 

【第 12-14
回】 

［活動］第 12 回、第 13 回 第 14 回 
 各自の卒業論文の進め方にあわせた卒論作成のため
の活動のまとめ 
  調査結果の要約や報告の準備など 

【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】研究計画に沿って卒業論文執筆など
を進めること。 

【第 15 回】 ［活動］まとめ 
  春学期の最終週に中間発表をおこなう 

春学期のゼミでの議論および調査をふまえた
うえで、卒業論文の執筆を進めること 

【第 16 回
~17 回】 

［活動］第 16 回 第 17 回 卒業論文の進捗状況の
確認 
 夏休み期間中の進捗状況を確認 
 ゼミでの議論を受けて、卒業論文の方向性について
の確認や修正をおこなう 

【予習と復習】 
卒業論文の執筆 
初稿作成の準備 

【第 18-第
21 回】 

［活動］卒業論文の進捗確認、作成① 
  第 18 回 第 19 回 第 20 回 第 21 回 
・秋学期の 16 回、17 回の授業をうけ、再度卒業論文
の研究分野の絞り込む 
・その結果に基づいて卒業論文の執筆を行う 
・教員とのディスカッションにより今後の研究方針を
明確化 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 
初稿の提出に向けた準備 

【第 22 回】 初稿の提出と教員からのフィードバック 
 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 

【第 23 回〜
24 回】 

［活動］ 第 23 回 第 24 回 
卒業論文の進捗確認、作成② 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 

【第 25 回〜
26 回】 

［活動］卒業論文の構成と内容の再確認 第 25 回 
第 26 回 
  目次の作成などを通して、自分の卒業論文を再度
検討する  
  教員からのフィードバック 

【予習】発表会用資料（パワーポイント）の
作成 
【復習】ゼミでの議論を受けて、資料の作
成・修正をおこなう 

第 27 回 
［活動］ 卒業論文の最終確認① 
  卒業論文の形式にあっているかの確認 
   参考文献、引用文献の再確認 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 
【予習】副査の先生に卒業論文を説明するた
めの資料作成 

第 28 回 
［活動］卒業論文の提出前の最終確認② 
  副査の先生への卒業論文の内容の説明とフィード
バック 

 副査の先生の意見などを踏まえて、卒業論
文執筆などを進めること。 

29 回 
［活動］卒業論文発表会の準備、プレゼンテーション
の練習 

【予習】発表会用資料（パワーポイント）の
作成 
【復習】ゼミでの議論を受けて、資料の作
成・修正をおこなう 

第 30 回 ［活動］卒業論文発表会の準備、発表会後の振り返り 
【予習】発表会用資料（パワーポイント）の
作成 
【復習】発表会後の振りかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習・課題研究・専門演習を修得して
いること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
 身近な建築・インテリアに対して、各自で自分のテーマを設定し、調査・考察して卒業論
文・卒業設計にまとめます。身近なモ ノからインテリア、住宅、建築、街の空間、あるい
は身近な自然の活用までが対象となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。          
４年間のまとめとして以下を目標とします。  
①３年次までに学んだ事柄を自分のことばや表現で他者に伝えることができる。  
②各自が選んだ研究のテーマと研究方法について客観的に点検・評価することができる。   
③建築・インテリアに関する具体的な対象に対して調査・ 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 第三版 『コンパクト設計資料集成』 日本建築学会 丸善 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。  
演習課題の提出物 10 回 ・・・70 点 （学習目標の①３年次までに学んだ事柄を自分の
ことばや表現で他者に伝えることができる。②各自が選んだ研究のテーマと研究方法につい
て客観的に点検・評価することができる。 に対応） 
各期最終回成果発表・・・30 点（学習目標の③建築・インテリアに関する具体的な対象に
対して調査・考察を行い論文・設計案としてまとめることができる。に対応） 

22.コメント 

授業は演習形式で行います。 前期は、身近な建築・インテリアに対して、各自で自分のテ
ーマと問いを設定し、既存研究レビューや資料収集を通して具体 的な調査対象と調査方法
などの調査計画を立てて調査を実行します。 後期は、調査によって得られたデータを客観
的に分析・考察し、各自が卒業論文あるいは卒業設計としてまとめます。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】        
【第 2 回】 

ガイダンス、研究の進め方  研究、卒業設計テーマ
の仮設定 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 3 回】     
【第 4 回】 

資料収集、研究レビュー 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 5 回】      
【第 6 回】 

資料収集、研究レビュー 研究、卒業設計テーマの中
間発表 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 7 回】     
【第 8 回】 

研究、卒業設計テーマ本決定  調査、資料収集 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 9 回】          
【第 10 回】 

調査、資料収集  調査資料、設計案のまとめ 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 



【第 11 回】         
【第 12 回】 

調査資料、設計案のまとめ 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 13 回】         
【第 14 回】 調査資料、設計案のまとめ 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 15 回】 前期成果発表 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 16 回】          
【第 17 回】 

中間発表からの修正内容の発表 調査資料、設計案の
まとめ 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 18 回】         
【第 19 回】 

調査資料、設計案のまとめ 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 20 回】
〜 
【第 22 回】 

 提出内容チェック、 指導まとめ方指導 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 23 回】         
【第 24 回】 

ゼミ内提出、発表 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 25 回】         
【第 26 回】 卒業設計製図指導、卒業論文執筆指導 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 27 回】          
【第 28 回】 

発表準備 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 29 回】         
【第 30 回】 

後期成果発表  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y07 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門研究を修得済み
であること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 

【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可。 

22.コメント ? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続



け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書のためのガイダン
スとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
立ててみる。 

【課題４】テーマについて仮説を立て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 
? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 

第 8・9 回 
? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・１1
回 

? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
      文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 

第 14・15 回 
? 【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 

【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

【第 16 回】 ? 【課題 10、11、12】の発表 【課題 11、12】夏休み中に提出 



? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書の進
行状況報告と初稿提出までのスケジュール確認。 

【第 17〜18
回】 

? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】プレンゼンテーションの中間発
表会の実施 

【第 19〜26
回】 

★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 

【課題１4】最終原稿案の提出 
 10 月中旬 
プレンゼンテーションの準備・練習。 

【第 27〜28
回】 

★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月下
旬予定 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
? プレンゼンテーションの準備・練習。 
★プレンゼンテーション＝1 月下旬までにゼ
ミごとに実施 

【第 29〜30
回】 

? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題１６】プレンゼンテーションもしくは
口頭試問 

   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y08 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門分野/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件 専門研究を履修していること。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は学びのまとめとして卒業論文の作成を目的としています。これまでの学びから興
味を持ったテーマに基づき調査、分析、仮説、提言にまとめます。 
授業は研究テーマの設定、研究計画の策定、参考文献、先行研究の調査、分析を指導しま
す。1 年間じっくり研究テーマに取り組み卒業論文をまとめます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律的で主体的な態度（自律性）
（４）問題発見・解決力（５）コミュニケーションスキル（６）専門的知識・技術の活用力
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①観光と宿泊事業（ホテル・旅館・その他）等から研究テーマが設定できる。 
?研究テーマにかかわる先行研究・参考文献の t 探索、入手ができる。 
③研究テーマにかかわる先行研究、参考文献の客観的評価と分析ができる。 
④研究計画書が作成できる。 
⑤研究を執筆において先行研究、参考・引用文献をル 

19.教科書・教材 適宜資料配布 
20.参考文献 研究テーマに合わせ紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
①研究テーマ設定におっける根拠と背景レポート 20％〔学習目標の①に対応〕 
?先行研究・参考文献レポート 20%〔学習目標の?③に対応〕 
③研究計画書の作成 20％〔学習目標の④に対応〕 
④口頭試問 40％〔学習目標の⑥に対応〕 
卒業研究提出物評価はルーブリック評価基準に基づき 100％で評価します。（学習目標①〜
⑥に対応） 
 

22.コメント 
pc で活用します。ワード、エクセルのスキルが必要です。各自トレーニングをしておいて
ください。 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

ガイダンス 
講義：卒業論文の概要（書式、内容、スケジュール
等）の説明 
卒業論文の意義、研究の仕方・進め方、スケジュール
管理など 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 

第 3 回 
第 4 回 

講義：研究テーマ設定 
研究テーマの設定に関して個人面談を実施します。ど
の様にテーマを設定するのか、さらに研究の進め方を
解説します。 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 



第 5 回 
第 6 回 

講義：研究テーマ設定 
研究テーマの設定の発表 
＊主なテーマと研究の背景について 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 

第 7 回 
第 8 回 

講義：研究テーマ設定 
研究テーマに関する参考文献等の発表 
＊参考文献を見つける。先行研究論文、書籍、新聞、
雑誌等 
 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 

第 9 回 
第 10 回 

講義：研究テーマの概要を発表 
発表と意見交換：各自の研究テーマを PowerPoint に
まとめ発表しましょう。 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマを PowerPoint にまとめる
こと。 
＊ＰＣ 

第 11 回 
第 12 回 

講義：研究テーマの概要を発表 
発表と意見交換：各自の研究テーマを PowerPoint に
まとめ発表しましょう。 

復習：復習とノート整理 
予習：研究計画書を作成すること。 
＊ＰＣ 

第 13 回 
第 14 回 

講義：研究計画書の提出＊7 月の第 1 週 
研究計画書を作成しましょう。 

研究計画書の作成 
＊ＰＣ 

第 15 回 
第 16 回 

講義：一次・二次データの収集と活用について 
エビデンスとして一次・二次データの収集の仕方と活
用方法について解説します。 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 17 回 
第 18 回 

講義：卒業論文の進捗状況の発表と指導 
 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 19 回 
第 20 回 

執筆活動 
個別指導を中心に進めます。 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 21 回 
第 22 回 

執筆活動 
個別指導を中心に進めます。 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 23 回 
第 24 回 

執筆活動 
個別指導を中心に進めます。 

本論（結論・序論）の執筆 
＊ＰＣ 

第 25 回 
第 26 回 

卒業研究と要約の提出＊12 月第 1 週提出 
卒業論文と要約の最終チェック（個別指導） 本論の執筆と要約の作成 

第 27 回 
第 28 回 

口頭試問の理解 
口頭試問における方法と注意事項 
 

本論の執筆と要約の作成 

第 29 回 
第 30 回 

口頭試問 
1 月予定 
提出された卒業論文について口頭試問が実施されま
す。 
 

卒業論文を再度読み返し研究の内容を確認す
ること。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y09 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習、課題研究、専門演習を履修済で
あること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的である。ゼ
ミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専門
分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証を
通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
 

21.成績評価 

春・秋各 100％ ⇒ 計 200％で計算 
春学期 
【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】卒業論文計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％
（ルーブリックにより評価） 
秋学期 
【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 
【課題 15】卒業論文 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 



 

22.コメント 

最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱、そして自分自身で考えること。 
自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業 
 論文の作成は、大変な時間と労力を必要とする。行き詰った時には、指導教官だけではな
く、客観的な視点を得るためにも友人や 
 保護者らと議論してみることを勧める。大学での学びの総決算として、「やり切った」と
いえる卒論を書きあげること。 

23.オフィスアワー 

春学期  
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 3 限 
秋学期   
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・卒業論文のためのガイダンスとスケジュールの確
認。  
 

・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
立ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を立て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・11 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正。 



まれる調査結果〕の準備。  文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】卒業論文計画書の提出＝第 15 回
目までに提出〔本科目の絶対条件。未提出の
場合は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本
年度の卒業不可〕 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

第 16 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の卒業論文研究報告書の進行状況報告と
初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 17・18 回 ? 10 月中旬：卒業論文報告書の中間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 19・20 回 ★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 21・22 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 23・24 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 25・26 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 27・28 回 
第 29・30 回 

第 27・28 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月 2
日予定 
第 29・30 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
【課題１６】口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y10 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際ビジネス
分野の実務経験を持つ
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光ビジネス専攻（流通・起業コース） 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

専門演習を履修済みであること。マーケテ
ィング、ビジネスモデルデザイン、統計
学、マーケットリサーチなどマーケティン
グ関連科目を履修済であること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習 
アクティブラーニング導入科目（学外調査
研究、合宿でのディスカッション等） 

16.履修制限 20 名以内。ゼミ編成で決まります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目は、これまでの学修及び調査研究活動の集大成として、調査研究活動報告書
もしくは卒業論文を完成させることが目的です。また、これまで学修、修得した知識とスキ
ルを統合的に活用し、独自の調査研究活動を行い、調査研究活動の成果を、論文あるいは報
告書としてまとめるという過程を通じて学んだ知識とスキルを統合的に習得するとともに深
い考察力を身につけることをめざします。 
とりわけ、マーケティング及びマーケティングリサーチの知識とスキルをいかに統合的に活
用し、顧客あるいは消費者のインサイトニーズに応えるイノベーティブな価値提案を行うこ
とにより市場及び社会にどのような貢献ができるかを考察してもらいたいと考えています。 
【概要】春学期から夏学期は、各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の
収集、考察・分析、調査計画の立案、実施、分析など、秋学期に提出する調査研究成果報告
書／企画提案書の執筆の準備作業を進めます。秋学期には、卒業研究 I で学んだことを踏ま
え、実地調査、アンケート調査、インタビューなどによって得たデータに基づき分析・考察
を行った結果を調査研究成果報告書／企画提案書として執筆します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、現代社会学部のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の 1.主体的かつ柔軟に
行動し、問題解決を図る力に対応しています。また、本学のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）
の(1) 自律的で主体的な態度 （自律性）、 (4）問題発見・解決力、決を図る力、(6) 専門的
知識・技能の活用力に関連しています。 
本科目は、これまでの学修の集大成として、卒業論文を完成させることが目標ですが、その
過程についても重視し、次の力の修得をめざします。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テー 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 

「ハイパワーマーケティング」/2017 角川書店//ジェイ・エイブラハム 
「マーケティング・リサーチの基本」/2016/日本実業出版社/岸川 茂,JMRX  
「イノベーションへの解」/Ｃ・クリステンセン、Ｍ・レイナー著 
「イノベーションのジレンマ」/2001/Harvard Business School Press/C・クリステンセン
／Ｍ・レイナー 
「イノベーションの本質」/ 2004/芥川書店/野中 郁次郎, 勝見 明 

21.成績評価 

成績評価の方法は次の通りです。 
課題１…【学習目標の①に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題２…【学習目標の②に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題３…【学習目標の②に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 



課題４…【学習目標の③に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題５…【学習目標の④⑤に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題６…【学習目標の③④に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題７…【学習目標の③④に対応 

22.コメント 

・ＰＣを使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
・夏学期に合宿を行う予定です。 

23.オフィスアワー 木曜日（4 限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

《イントロダクション》   
 スケジュール、評価方法等について説明します。  
《ブロック１》仮テーマの決定 
①講義：論文についての理解 
論文の記載要領、全体構成、テーマの決め方、留意点
について理解をします。特にテーマと調査課題の関係
についてしっかり理解しましょう。 
②発表と指導： 
仮テーマ案を各自発表してもらい、助言指導を行いな
がらテーマを徐々に固めていきます。テーマが固まっ
たら、仮説を立ててみましょう。 

・持参 
卒論用ノートと筆記用具 
【予習・課題１】 
仮テーマ案を３つ程度考えて来て下さい。授
業時に発表して頂きます。 
【予習・課題２】 
卒業論文を１つ読み、概要についてレポート
を作成し提出して下さい。 
【復習・課題３】 
テーマについて仮説を立て、レポートを作
成・提出して下さい。 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導： 
仮説を各自発表してもらいます。 
仮説を検証するために必要な調査課題とその方法を検
討します。 
②講義：調査課題と調査方法 
調査課題（仮説）と調査方法（検証）についての理解
を深めます。 

【課題４】 
調査課題を整理し、レポートにまとめ提出し
て下さい。 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導：調査課題と調査方法 
調査課題と調査方法を各自発表し、助言指導し、決定
します。 
②講義：構成 
論文の構成について理解を深めます。 
 

【課題５】 
目次案を作成し、提出して下さい。 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

《ブロック３》目次と要約の作成 
①発表と助言・指導： 
各自目次を発表してもらいます。助言指導を受けなが
ら目次と要旨を固めていきます。 
②講義：引用、参照、脚注 
引用、参照、脚注についての理解を深めます。 
文献・資料調査の具体的な方法について学びます。 

【課題５−２】 
目次と要約を完成させ、提出して下さい。 
【課題６】 
文献・資料調査を開始します。 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

《ブロック３》調査計画   
 ①講義：調査計画 
アンケート、インタビュー、現地踏査などの調査活動
の方法と計画の立て方、アレンジの方法について理解
します。 

【課題７】 
アンケート、インタビューの質問を作成・提
出して下さい。 



特にアンケート、インタビューの設問を行う場合の基
本的な考え方、留意点について理解しましょう。 
②制作：調査計画の立案 
アンケートやインタビューの質問、質問の構成につい
て、回答の分析や回答の仮説を考えながら、検討し、
固めていきます。 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

《ブロック４》調査活動 
①発表と助言指導：設問 
設問を発表し、助言指導を受けて修正します。 
②文献・資料調査の中間報告：調査資料の整理 
調査状況を各自発表し、助言指導を受けて構成の中の
どこで使うかを検討し整理します。 

【課題７−２】 
設問を修正し、アンケート用紙、インタビュ
ー質問リストを作成提出して下さい。 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

《ブロック４》調査活動 
①講義：調査計画の立案 
調査計画の立案方法について理解します。 
②発表と助言指導：文献・資料調査の状況報告２ 
文献・資料調査の状況を各自発表し、助言指導を受
け、要旨のどこに組み入れるかを検討します。 
③講義：ストーリーの作成 
目次に従って各章節の要旨の書き方を理解します。 
 

【課題７−３】 
調査計画を作成・提出して下さい。 
【課題８】 
要旨を記述し、提出して下さい。 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

《ブロック４》調査活動 
①発表と助言指導：調査計画と要旨 
調査計画と要旨について各自発表し、指導助言を受け
て固めます。 
①講義：調査結果の分析方法 
調査結果の分析方法について、あらためて理解をしま
す。特に分析結果に基づき仮説を検証し、結論を導き
出す流れについての理解を深めましょう。 

【課題７−４】 
修正をした調査計画を作成・提出して下さ
い。 
【課題８ー２】 
修正をした要旨を提出して下さい。 
【課題９】 
執筆を開始して下さい。 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

《ブロック４》調査結果の分析と結論 
①発表と助言指導：調査結果の分析と結論 
調査結果と分析結果を各自発表し、助言指導を受け、
結論とまとめ方について検討します。追加調査の必要
性についても検討します。 
②執筆状況の報告と助言・指導 
各自、執筆状況を報告してもらい、助言指導を行いま
す。 

【課題９−２】 
指導助言を受けて、分析結果と結論の案を作
成提出して下さい。 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 
①中間報告会： 
執筆状況を各自報告し、指導助言を受けます。 

 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 
①原稿提出： 
11 月 10 日に原稿 1 部を提出して下さい。 

【課題９−3】 
11 月 10 日に最終原稿（案）を１部提出して
下さい。 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。  

【第 25 回】 《ブロック５》執筆活動 【課題９−4】 



【第 26 回】 【論文提出】12 月第１週予定  
 

最終原稿を２部提出して下さい。 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

《ブロック６》口頭試問 
①講義：口頭試問のスキルについて理解します。 
②口頭試問練習 

・復習 
口頭試問の練習をしておきましょう。 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

《ブロック６》口頭試問 
1 月中旬に口頭試問が行われます。 

・印刷用原稿の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y11 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 

⼾田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』(NHK 出版) ISBN978-
4140911945 
佐藤望（編）『アカデミック・スキルズ 第 2 版―大学生のための知的技法入門』(慶應義塾
大学出版会) ISBN978-4-7664-1960- 

21.成績評価 

・ゼミ内での発表〈春学期〉：  10% 【学習目標①④に対応】 
・構成報告〈春学期終盤〉：   20％ 【学習目標①②④⑤⑥に対応】 
・中間発表〈10 月中旬〉：      20％    【学習目標②③④⑤に対応】 
・ゼミ内での発表〈秋学期〉：  10％    【学習目標②③④⑥に対応】 
・口頭試問・課題提出〈12/1 月〉： 40％ 【学習目標②③④⑥に対応】 
※成果物としての卒業課題についてはルーブリック評価を用いて評価する 
 【学習目標①②③⑤⑥に対応】 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・ 

22.コメント 
 学生時代に培う論理的な思考や文章の書き方は社会人になってからも必要となります。今
は直接仕事と関係しないと感じるかもしれませんが、社会人になると毎日が課題解決の連続
です。顧客やステークホルダーに受け入れられる提案を個人やチームで考え、意見を出し合



ったりまとめていく力をつけるためには自分自身が論理的な思考を身に付けておく必要があ
ります。なぜその提案が良いのか、どのように解決するのか、それを解決するための提案が
何故有効だと言えるのか。「なぜ」と聞かれた際に「なんとなく」「ただそう思ったから」と
いう回答では相手 

23.オフィスアワー ⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1~2 回目 

春学期オリエンテーション （本授業の概要と進め
方、評価方法のガイダンス） 
・卒業課題作成のためのガイダンスとスケジュールの
確認 

〇卒業論文作成に関する規則やルールの復習  
〇先行研究の収集・精読と発表準備 

3~4 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答① 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

5~6 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答② 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

7~8 回目 ・各自の課題章立ての発表、および質疑応答① 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

9~10 回目 
・各自の論文章立ての発表、および質疑応答② 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

11~12 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答① 
 

〇調査手法の準備と発表準備 

13~14 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答② 
 

〇調査手法の準備と発表準備 
〇夏休み中の作業計画の作成 

15~16 回目 

第 15 回：夏休み中の作業計画の提出       
論文構成の報告（副査に提出）・・・春学期終了  
第 16 回：夏休み中の論文の進行状況報告と初稿提出
までのスケジュール確認 

〇論文構成報告書の作成 
☆夏休み：本文の執筆・調査の実施 
〇夏休み中の論文進行状況報告の準備 

17~18 回目 
☆10 月中旬：課題の中間発表 
・各自の論考の報告と質疑応答① 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

19~20 回目 ・各自の論考の報告と質疑応答② 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

21~22 回目 ・各自の論考の報告と質疑応答③ 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

23~24 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答④ 
 

〇本文の執筆 

25~26 回目 
☆12 月上旬：課題提出（期日は後日指定）  
・提出後、口頭諮問準備 〇論文の修正 

27~28 回目 
・論文の修正の確認と口頭試問の準備 
 

〇論文の修正 
〇口頭試問の準備 

29~30 回目 
☆1 月中・下旬：口頭試問（2 コマ使用）（各ゼミご
とに実施）  
 

〇口頭試問の準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y12 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門演習を修得済み
であること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的です。 
【科目の概要】 
ゼミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専
門分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証
を通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

⼾田山和久『新版 論文の教室  レポートから卒論まで』NHK ブックス、 2012 年  
石⿊圭『論文・レポートの基本 : この 1 冊できちんと書ける!』  日本実業出版社、2012 
年  
⻄村克己『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本 : 「わかりやすい 文章」を書く
ための基本ポイント 35』 KADOKAWA/中経出版  2011 年 

21.成績評価 

・ゼミ内での発表〈春学期〉：10% 【学習目標①④に対応】  
・論文構成報告〈春学期終盤〉：20％ 【学習目標①②④⑤に対応】 
・中間発表〈10 月中旬〉：20％   【学習目標②③④⑤に対応】  
・ゼミ内での発表〈秋学期〉：10％  【学習目標②③④に対応】 
・口頭試問〈1 月下旬〉：40％ 【学習目標②③④に対応】 
※成果物としての卒業論文については、「卒業論文」科目においてルーブリック評価を用い
て評価する（100%） 
 【学習目標①②③⑤に対応】 

22.コメント 

自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業論文の作成は、大変な時間と労力を必要としま
す。行き詰った時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互い
に気が付かない点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切っ
た」といえる卒論を書きあげてください。 

23.オフィスアワー 春学期 



 個人研究室：木曜 5 限 
 学修支援センター：金曜昼休み 
秋学期 
 個人研究室：木曜 5 限 
 学修支援センター：⽕曜昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1〜2
回】 

・春学期オリエンテーション （本授業の概要と進め
方、評価方法のガイダンス） 
・卒業論文作成のためのガイダンスとスケジュールの
確認 

〇卒業論文作成に関する規則やルールの復習
（120 分） 
〇先行研究の収集・精読と発表準備（120
分） 

【第 3〜4
回】 

・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答① 

〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 5〜6
回】 

・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答② 

〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 7〜8
回】 ・各自の論文章立ての発表、および質疑応答① 

〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 9〜10
回】 

・各自の論文章立ての発表、および質疑応答② 〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 11〜12
回】 

・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答① 

〇調査手法の準備と発表準備（240 分） 

【第 13〜14
回】 

・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答② 

〇調査手法の準備と発表準備（120 分） 
〇夏休み中の作業計画の作成（120 分） 

【第 15〜16
回】 

第 15 回：夏休み中の作業計画の提出 
     論文構成の報告（副査に提出）・・・春学
期終了 
第 16 回：夏休み中の論文の進行状況報告と初稿提出
までのスケジュール確認 

〇論文構成報告書の作成（120 分） 
☆夏休み：本文の執筆・調査の実施 
〇夏休み中の論文進行状況報告の準備（120
分） 

【第 17〜18
回】 

☆10 月中旬：論文の中間発表 
・各自の論考の報告と質疑応答① 

〇中間報告に向けた発表の準備（120 分） 
〇文献・フィールド調査・データ分析（120
分） 

【第 19〜20
回】 

・各自の論考の報告と質疑応答② 
〇文献・フィールド調査・データ分析（120
分） 
〇本文の執筆(120 分） 

【第 21〜22
回】 

・各自の論考の報告と質疑応答③ 
〇文献・フィールド調査・データ分析（120
分） 
〇本文の執筆(120 分） 

【第 23〜24
回】 

・各自の論考の報告と質疑応答④ 〇本文の執筆(240 分） 

【第 25〜26
回】 

☆12 月上旬：論文初稿提出（期日は後日指定） 
・提出後、副査のコメントをもとに論文の修正につい
て指示 

〇論文の修正（240 分） 

【第 27〜28
回】 

・論文の修正の確認と口頭試問の準備 
〇論文の修正（120 分） 
〇口頭試問の準備（120 分） 

【第 29〜30
回】 

☆1 月中・下旬：口頭試問（2 コマ使用）（各ゼミご
とに実施） 〇口頭試問の準備（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y13 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習、課題研究、専門演習を履修済で
あること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的である。ゼ
ミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専門
分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証を
通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
 

21.成績評価 

春・秋各 100％ ⇒ 計 200％で計算 
春学期 
【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】卒業論文計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％
（ルーブリックにより評価） 
秋学期 
【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 
【課題 15】卒業論文 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 



 

22.コメント 

最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱、そして自分自身で考えること。 
自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業 
 論文の作成は、大変な時間と労力を必要とする。行き詰った時には、指導教官だけではな
く、客観的な視点を得るためにも友人や 
 保護者らと議論してみることを勧める。大学での学びの総決算として、「やり切った」と
いえる卒論を書きあげること。 

23.オフィスアワー 
個人研究室 月昼休み 
学習支援センター ⽕昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・卒業論文のためのガイダンスとスケジュールの確
認。  
 

・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
立ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を立て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・11 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正。 
 文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】卒業論文計画書の提出＝第 15 回
目までに提出〔本科目の絶対条件。未提出の



場合は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本
年度の卒業不可〕 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

第 16 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の卒業論文研究報告書の進行状況報告と
初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 17・18 回 
? 10 月中旬：卒業論文報告書の中間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 【課題１３】中間発表会の実施 

第 19・20 回 ★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 21・22 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 23・24 回 ★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 25・26 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 27・28 回 
第 29・30 回 

第 27・28 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月 2
日予定 
第 29・30 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
【課題１６】口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2402-
Y07 

2.科目名 卒業論文 （2018 年度生） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習、課題研究、専門演習を履修済で
あること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的である。ゼ
ミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専門
分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証を
通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
 

21.成績評価 

春・秋各 100％ ⇒ 計 200％で計算 
春学期 
【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】卒業論文計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％
（ルーブリックにより評価） 
秋学期 
【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 
【課題 15】卒業論文 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 



 

22.コメント 

最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱、そして自分自身で考えること。 
自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業 
 論文の作成は、大変な時間と労力を必要とする。行き詰った時には、指導教官だけではな
く、客観的な視点を得るためにも友人や 
 保護者らと議論してみることを勧める。大学での学びの総決算として、「やり切った」と
いえる卒論を書きあげること。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み  
学習支援センター：⽕曜昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・卒業論文のためのガイダンスとスケジュールの確
認。  
 

・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
立ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を立て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・11 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正。 
 文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】卒業論文計画書の提出＝第 15 回



目までに提出〔本科目の絶対条件。未提出の
場合は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本
年度の卒業不可〕 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

第 16 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の卒業論文研究報告書の進行状況報告と
初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 17・18 回 
? 10 月中旬：卒業論文報告書の中間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 19・20 回 
★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 21・22 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 23・24 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 25・26 回 ★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 27・28 回 
第 29・30 回 

第 27・28 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月 2
日予定 
第 29・30 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
【課題１６】口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2404-
Y51 

2.科目名 卒業研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門研究を修得済み
であること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 

【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可。 

22.コメント ? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続



け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書のためのガイダン
スとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
立ててみる。 

【課題４】テーマについて仮説を立て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 
? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 

第 8・9 回 
? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・１1
回 

? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
      文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 

第 14・15 回 
? 【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 

【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

【第 16 回】 ? 【課題 10、11、12】の発表 【課題 11、12】夏休み中に提出 



? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書の進
行状況報告と初稿提出までのスケジュール確認。 

【第 17〜18
回】 

? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】プレンゼンテーションの中間発
表会の実施 

【第 19〜26
回】 

★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 

【課題１4】最終原稿案の提出 
 10 月中旬 
プレンゼンテーションの準備・練習。 

【第 27〜28
回】 

★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月下
旬予定 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
? プレンゼンテーションの準備・練習。 
★プレンゼンテーション＝1 月下旬までにゼ
ミごとに実施 

【第 29〜30
回】 

? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題１６】プレンゼンテーションもしくは
口頭試問 

   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2404-
Y52 

2.科目名 卒業研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 年次生 
10.取得資格の要件  11.先修条件 卒業研究Ⅰを履修済み 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】調査研究成果報告書／企画提案書の提出 
【概要】卒業研究 I で学んだことを踏まえ、実地調査、アンケート調査、インタビューなど
によって得たデータに基づき分析・考察を行った結果を調査研究成果報告書／企画提案書と
して執筆する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 特に指定なし、適宜資料配布 
20.参考文献 卒業研究Ⅰと同様 

21.成績評価 

【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題 14】最終原稿案の提出（10%） 
【課題 15】調査研究成果報告書／企画提案書 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題 16】プレゼンテーション又は口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 

22.コメント 

? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書の進
行状況報告と初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 



第 2 回 
? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 3 回 
? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

課題研究報告書の訂正 

第 4 回 
★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

課題研究報告書の訂正 

第 5 回 
★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

課題研究報告書の訂正 

第 6 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 7 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 8 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

課題研究報告書の訂正 

第 9 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 課題研究報告書の訂正 

第 10 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 課題研究報告書の訂正 

第 11 回 ★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

課題研究報告書の訂正 

第 12 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月下
旬予定 
プレゼンテーションの準備、練習 

課題研究報告書の訂正 

第 13 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月下
旬予定 
プレゼンテーションの準備、練習 

課題研究報告書の訂正 

第 14 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 

第 15 回 

? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? プレゼンテーション又は口頭試問の準備・練習。 
★プレゼンテーション又は口頭試問＝1 月下旬（ゼミ
ごとに実施） 

【課題 16】プレゼンテーション又は口頭試
問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2404-
Y53 

2.科目名 卒業研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件 卒業研究 II を修得済みであ
ること。 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文の提出 
【概要】卒業研究 I で学んだことを踏まえ、実地調査、アンケート調査、インタビューなど
によって得たデータに基づき分析・考察を行った結果を調査研究成果報告書／企画提案書／
卒業論文として執筆する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 

【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 
【課題 15】調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題 16】プレゼンテーションないし口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 
 

22.コメント ? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続



け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文の作成は、大変な時間と労力を必要としま
す。行き詰った時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互い
に気が付かない点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切っ
た」といえるモノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+ 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書／卒
業論文の進行状況報告と初稿提出までのスケジュール
確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 2・3 回 
? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書／卒
業論文の中間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 4・5 回 
★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 6・7 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 8・9 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 10・１1
回 

★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 12・13 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文の提出 
 ＝12 月 2 日予定 
? プレンゼンテーションの準備・練習。 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 

第 14・15 回 

? 調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文の校
正作業。 
? プレゼンテーションないし口頭試問の準備・練
習。 
★プレゼンテーションないし口頭試問＝＝1 月下旬ま
でにゼミごとに実施 

【課題 16】口プレゼンテーションないし頭
試問 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2404-
Y54 

2.科目名 卒業研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際ビジネス
分野の実務経験を持つ
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光ビジネス専攻（流通・起業コース） 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

専門研究ⅠⅡ、卒業研究Ⅰを履修済みであ
ること。マーケティング、ビジネスモデル
デザイン、統計学、マーケットリサーチな
どマーケティング関連科目を履修済である
こと。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

演習 
アクティブラーニング導入科目（学外調査
研究、合宿でのディスカッション、プレゼ
ンテーション等） 

16.履修制限 最大 20 名までとします。ゼミ編成で決まります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目は、これまでの学修及び調査研究活動の集大成として、調査研究活動報告書
もしくは卒業論文を完成させることが目的です。また、これまで学修、修得した知識とスキ
ルを統合的に活用し、独自の調査研究活動を行い、調査研究活動の成果を、論文あるいは報
告書としてまとめるという過程を通じて学んだ知識とスキルを統合的に習得するとともに深
い考察力を身につけることをめざします。 
とりわけ、マーケティング及びマーケティングリサーチの知識とスキルをいかに統合的に活
用し、顧客あるいは消費者のインサイトニーズに応えるイノベーティブな価値提案を行うこ
とにより市場及び社会にどのような貢献ができるかを考察してもらいたいと考えています。 
【概要】卒業研究 I で学んだことを踏まえ、実地調査、アンケート調査、インタビューなど
によって得たデータに基づき分析・考察を行った結果を調査研究成果報告書／企画提案書と
して執筆し、口頭試問もしくはプレゼンテーションを行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、現代社会学部のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の 1.主体的かつ柔軟に
行動し、問題解決を図る力に対応しています。また、本学のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）
の(1) 自律的で主体的な態度 （自律性）、 (4）問題発見・解決力、決を図る力、(6) 専門的
知識・技能の活用力に関連しています。 
本科目は、これまでの学修の集大成として、卒業論文を完成させることが目標ですが、その
過程についても重視し、次の力の修得をめざします。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テー 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 

「ハイパワーマーケティング」/2017 角川書店//ジェイ・エイブラハム 
「マーケティング・リサーチの基本」/2016/日本実業出版社/岸川 茂,JMRX  
「イノベーションへの解」/Ｃ・クリステンセン、Ｍ・レイナー著 
「イノベーションのジレンマ」/2001/Harvard Business School Press/C・クリステンセン
／Ｍ・レイナー 
「イノベーションの本質」/ 2004/芥川書店/野中 郁次郎, 勝見 明 

21.成績評価 
成績評価の方法は次の通りです。 
①卒業論文または調査研究報告書…80％【学習目標⑤】ルーブリックで評価します。 
②口頭試問またはプレゼンテーション…20％【学習目標⑥】ルーブリックで評価します。 

22.コメント ・ＰＣを使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 



・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
・夏学期に合宿、冬学期に卒業旅行合宿を行う予定です。 

23.オフィスアワー 木曜日（4 限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

《ブロック４》調査活動 
①発表と助言指導：調査計画と要旨 
調査計画と要旨について各自発表し、指導助言を受け
て固めます。 
①講義：調査結果の分析方法 
調査結果の分析方法について、あらためて理解をしま
す。特に分析結果に基づき仮説を検証し、結論を導き
出す流れについての理解を深めましょう。 

・夏学期中に開講する予定です。 

【第 2 回】 

《ブロック４》調査結果の分析と結論 
①発表と助言指導：調査結果の分析と結論 
調査結果と分析結果を各自発表し、助言指導を受け、
結論とまとめ方について検討します。追加調査の必要
性についても検討します。 
②執筆状況の報告と助言・指導 
各自、執筆状況を報告してもらい、助言指導を行いま
す。 

【課題９−２】 
指導助言を受けて、分析結果と結論の案を作
成提出して下さい。 

【第 3 回】 

《ブロック４》調査結果の分析と結論 
①発表と助言指導：調査結果の分析と結論 
調査結果と分析結果を各自発表し、助言指導を受け、
結論とまとめ方について検討します。追加調査の必要
性についても検討します。 
②執筆状況の報告と助言・指導 
各自、執筆状況を報告してもらい、助言指導を行いま
す。 

 

【第 4 回】 
《ブロック５》執筆活動 
①中間報告会： 
執筆状況を各自報告し、指導助言を受けます。 

 

【第 5 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 
①中間報告会： 
執筆状況を各自報告し、指導助言を受けます。 

・執筆途中の内容について各自報告してもら
いますので、論文要旨と現在の課題を整理し
ておきましょう。 

【第 6 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 
①原稿提出： 
11 月 11 日までに原稿 1 部を提出して下さい。 

【課題９−3】 
11 月 11 日までに最終原稿（案）を１部提出
して下さい。 

【第 7 回】 
《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。  
 

・添削指導を基に校正を行います。 

【第 8 回】 
《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 

・添削指導を基に校正を行います。 

【第 9 回】 
《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 ・添削指導を基に校正を行います。 



【第 10 回】 
《ブロック５》執筆活動 
【論文提出】12 月第１週予定 

【課題 9-4】 
・最終原稿を 2 部ファイルカバーし提出し
て下さい。 

【第 11 回】 
《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 
 

 

【第 12 回】 

《ブロック６》口頭試問またはプレゼンテーション 
①講義：口頭試問、またはプレゼンテーションのスキ
ルについて理解します。 
②口頭試問練習またはプレゼンテーション 

・復習 
口頭試問の練習をしておきましょう。 

【第 13 回】 

《ブロック６》口頭試問またはプレゼンテーション 
①講義：口頭試問、またはプレゼンテーションのスキ
ルについて理解します。 
②口頭試問またはプレゼンテーション練習   
 

 

【第 14 回】 
 
《ブロック６》口頭試問またはプレゼンテーション 
①口頭試問、またはプレゼンテーションを行います。 

 

【第 15 回】 
《ブロック 7》リフレクション 
1 年間の調査研究活動をふりかえります。 

・印刷用原稿の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2404-
Y55 

2.科目名 卒業研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 

⼾田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』(NHK 出版) ISBN978-
4140911945 
佐藤望（編）『アカデミック・スキルズ 第 2 版―大学生のための知的技法入門』(慶應義塾
大学出版会) ISBN978-4-7664-1960- 

21.成績評価 

・ゼミ内での発表〈春学期〉：  10% 【学習目標①④に対応】 
・構成報告〈春学期終盤〉：   20％ 【学習目標①②④⑤⑥に対応】 
・中間発表〈10 月中旬〉：      20％    【学習目標②③④⑤に対応】 
・ゼミ内での発表〈秋学期〉：  10％    【学習目標②③④⑥に対応】 
・口頭試問・課題提出〈12/1 月〉： 40％ 【学習目標②③④⑥に対応】 
※成果物としての卒業課題についてはルーブリック評価を用いて評価する 
 【学習目標①②③⑤⑥に対応】 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・ 

22.コメント 
 学生時代に培う論理的な思考や文章の書き方は社会人になってからも必要となります。今
は直接仕事と関係しないと感じるかもしれませんが、社会人になると毎日が課題解決の連続
です。顧客やステークホルダーに受け入れられる提案を個人やチームで考え、意見を出し合



ったりまとめていく力をつけるためには自分自身が論理的な思考を身に付けておく必要があ
ります。なぜその提案が良いのか、どのように解決するのか、それを解決するための提案が
何故有効だと言えるのか。「なぜ」と聞かれた際に「なんとなく」「ただそう思ったから」と
いう回答では相手 

23.オフィスアワー ⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1~2 回目 

春学期オリエンテーション （本授業の概要と進め
方、評価方法のガイダンス） 
・卒業課題作成のためのガイダンスとスケジュールの
確認 

〇卒業論文作成に関する規則やルールの復習  
〇先行研究の収集・精読と発表準備 

3~4 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答① 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

5~6 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答② 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

7~8 回目 ・各自の課題章立ての発表、および質疑応答① 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

9~10 回目 
・各自の論文章立ての発表、および質疑応答② 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

11~12 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答① 
 

〇調査手法の準備と発表準備 

13~14 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答② 
 

〇調査手法の準備と発表準備 
〇夏休み中の作業計画の作成 

15~16 回目 

第 15 回：夏休み中の作業計画の提出       
論文構成の報告（副査に提出）・・・春学期終了  
第 16 回：夏休み中の論文の進行状況報告と初稿提出
までのスケジュール確認 

〇論文構成報告書の作成 
☆夏休み：本文の執筆・調査の実施 
〇夏休み中の論文進行状況報告の準備 

17~18 回目 
☆10 月中旬：課題の中間発表 
・各自の論考の報告と質疑応答① 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

19~20 回目 ・各自の論考の報告と質疑応答② 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

21~22 回目 ・各自の論考の報告と質疑応答③ 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

23~24 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答④ 
 

〇本文の執筆 

25~26 回目 
☆12 月上旬：課題提出（期日は後日指定）  
・提出後、口頭諮問準備 〇論文の修正 

27~28 回目 
・論文の修正の確認と口頭試問の準備 
 

〇論文の修正 
〇口頭試問の準備 

29~30 回目 
☆1 月中・下旬：口頭試問（2 コマ使用）（各ゼミご
とに実施）  
 

〇口頭試問の準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2404-
Y56 

2.科目名 卒業研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件 卒業研究Ⅰを修得済みであること。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】調査研究成果報告書／企画提案書の提出 
【概要】卒業研究 I で学んだことを踏まえ、実地調査、アンケート調査、インタビューなど
によって得たデータに基づき分析・考察を行った結果を調査研究成果報告書／企画提案書と
して執筆する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 

【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 
【課題 15】調査研究成果報告書／企画提案書 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】プレンゼンテーションもしくは口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 
 

22.コメント 
? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 



 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書の進
行状況報告と初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 2 回 
? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 3 回 
 

? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 4 回 
★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 5 回 ★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 6 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 7 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 8 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 9 回 ★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 10 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 11 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 12 回 ? プレンゼンテーションの準備・練習。 
【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
締切：12 月上旬（具体的な日程はあらため
て通知します） 

第 13 回 ? プレンゼンテーションの準備・練習。  

第 14 回 
? プレンゼンテーションの準備・練習。 
★プレンゼンテーション＝1 月下旬までにゼミごとに
実施 

【課題１６】プレンゼンテーションもしくは
口頭試問 

第 15 回 
? プレンゼンテーションの準備・練習。 
★プレンゼンテーション＝1 月下旬までにゼミごとに
実施 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2404-
Y57 

2.科目名 卒業研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習、課題研究、専門演習、卒業研究
I を履修済であること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】調査研究成果報告書／企画提案書の提出] 
【概要】卒業研究 I で学んだことを踏まえ、実地調査、アンケート調査、インタビューなど
によって得たデータに基づき分析・考察を行った結果を調査研究成果報告書／企画提案書と
して執筆する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 

【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 
【課題 15】調査研究成果報告書／企画提案書 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 
 

22.コメント ? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続



け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、 

23.オフィスアワー 個人研究室 月昼休み 
学習支援センター ⽕昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書の進
行状況報告と初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 2・3 回 
? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 4・5 回 
★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 6・7 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 8・9 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 10・１1
回 

★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 12・13 回 ★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月 2
日予定 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 

第 14・15 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題１６】口頭試問 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO101-
A51 

2.科目名 経済学概論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、今日の経済社会を理解する上で必要となる経済的知識および経済学的な発想方
法を身につけることを目的とする。 
本講義の学修内容は以下のとおりである。 
第 1 に、経済学における基本的な概念や専門用語を説明し、それらの活用の仕方を学習す
る。 
第 2 に、身近な事例、新聞記事、統計等を題材として様々な経済現象をとりあげ、経済学 
で扱われる主要なテーマを具体的に学習する。 
第 3 に、個々の経済現象がどのようなメカニズムで起こるのかを理論的に学習する。 
なお、週２回の講義のうち、１回は復習も兼ねた回とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
① 経済学の専門用語の意味を理解し活用することができる。 （DP 専門的知識・技能の
活用力と関連） 
② データから経済現象を読み取ることができる。 （DP 専門的知識・技能の活用力と関
連） 
③ 身近な経済現象について経済理論に基づいて他人に説明することができる。 （DP 問
題発見・解決力と関連） 
 

19.教科書・教材 授業中に適宜教員より配布 

20.参考文献 

林敏彦「経済学入門」 日本放送出版協会   
林敏彦「ハート＆マインド経済学入門」有斐閣アルマ 
吉川洋 「マクロ経済学」 岩波書店   
神取道宏「ミクロ経済学の力」日本評論社 
林敏彦「需要と供給の世界」日本評論社 
 

21.成績評価 

評価・評定については下記項目を基に総合的に行う。 
-授業中の提出物  30% （学習目標①に対応） 
-中間試験 30% （学習目標②、③に対応） 
-総括試験 40%  （学習目標②、③に対応） 
 

22.コメント 

経済学は人々の生活や社会のあり方を理解する上で重要な考え方を教えてくれます。 
難しく考えすぎずに取り組んでみることをお勧めします。 
わからないことがあれば、そのままにせず積極的に質問してください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 第１回 経済学の考え方 アサインメント： 



第２回 経済学の考え方（復習） 
 

-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 
 

 
第３回 消費と消費者 
第４回 消費と消費者（復習） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第 5 回 生産と企業 
第 6 回 生産と企業（復習） 
 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第 7 回 市場の役割 
第 8 回 市場の役割（復習） 
 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第 9 回 政府の役割 
第１0 回 政府の役割（復習） 
 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第１１回 中間試験 
第１２回 マクロ経済学の考え方 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 第１３回 国⺠所得統計と GDP 
第１４回 国⺠所得統計と GDP（復習） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第１５回 貨幣と金融システム 
第１６回 貨幣と金融システム（復習） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第１7 回 物価と経済社会 
第 18 回 物価と経済社会（復習） 
 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第１９回 日本の経済成⻑ 
第２０回 日本の経済成⻑（復習） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 第２１回 バブルと恐慌 
第２２回 バブルと恐慌（復習） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第２3 回 世界の中の日本経済 
第２4 回 世界の中の日本経済（復習） 
 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 



持参物：教科書、ノー ト 

 
第２５回 持続可能な開発 
第２６回 持続可能な開発（復習） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第２７回 安全安心と幸福 
第２８回 安全安心と幸福（復習） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 

 
第２９回 災害と経済 
第３０回 総括試験 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO101-
M51 

2.科目名 経済学概論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1〜 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

経済学の考え方は実際の経済活動に基づいて編み出されているため、これを身につけること
は非常に重要である。経済学に関する知識を欠いてしまうと、社会や経済の動きを理解する
際、困難を感じてしまうことが少なくないように思われる。 
そこで本講義では、経済学に初めて触れる人を想定し経済学で用いられる用語や考え方につ
いて解説する。具体的には、市場の働き、そしてそこで起こることに焦点をあて講義を展開
する。 
本講義では、市場の仕組みやその背景にある考え方を解説するが、このことは「経済を見る
目」を養い、将来にわたって有益なスキルを身につけることに他ならないと思われる。 
  
本講義では、今日の経済社会を理解する上で必要となる経済的知識および経済学的な発想方
法を身につけることを目的とする。 
 本講義の学修内容は以下のとおりである。 
(1) 経済学における基本的な概念や専門用語を説明するので、それらの活用の仕方を学習す
る。 
(2) 身近な事例や経済現象に関する最新記事をとりあげるので、企業や経済の歴史・現状を
理解する。 
(3) 個々の経済現象がどのようなメカニズムで起こるのかを学習する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1) 経済学の専門用語の意味を理解し活用することができる。 
(2) 経済学の概念や考え方を身につける。 
(3) (1)、(2)を通じて実際の経済活動、その背景について理解を深めることができる。 

19.教科書・教材 
講義レジュメ。毎回「Web Class 」にアップするので、前もって各自が印刷し目を通して
講義に臨むこと。板書多用。講義、学修(とくに復習)懸命に取り組むことが条件となる。 

20.参考文献 『はじめての経済学 [下]』（日経文庫）、伊藤元重、日本経済新聞社 

21.成績評価 
評価・評定については下記項目を基に総合的に行う。 
ミニ課題：20%、レポート課題 30％、レポート課題：50% 

22.コメント 
経済学は人々の生活や社会のあり方を理解する上で重要な考え方を教えてくれます。 
難しく考えすぎずに取り組んでみることをお勧めします。 
わからないことがあれば、そのままにせず積極的に質問してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
第１回 なぜ経済学を学ばねばならないか 
第２回 [ I ] 経済学とは何か 
       1 経済学は身近な学問 

持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 
第３回  [ I ] 経済学とは何か 
       2 経済学は実際の世界でどのように
利用されているのか 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 



                (p.11~27）  
第４回  [ I ] 経済学とは何か 
       3 経済学の思想はどのように発展し
てきたか 
                (p.28~33） 

 

第５回 [ I ] 経済学とは何か 
       3 経済学の思想はどのように発展し
てきたか 
                (p.33~40）  
第６回 [ I ] 経済学とは何か 
       4 幅広い対象に多様にアプローチ 
                (p.41~47） 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 7 回 [ II ] 経済を大づかみにとらえると−マクロ
経済学の基本 
       1 経済学の思想はどのように発展し
てきたか 
                (p.45~57）  
第 8 回 [ II ] 経済を大づかみにとらえると−マクロ
経済学の基本 
       2 GDP を分解してみよう(1),(2) 
                (p.57~63） 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 9 回 [ II ] 経済を大づかみにとらえると−マクロ
経済学の基本 
       2 GDP を分解してみよう(3),(4),(5) 
                (p.63~67） 
第 10 回 [ II ] 経済を大づかみにとらえると−マク
ロ経済学の基本 
       3 需要と供給で考える 
                (p.67~72） 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 11 回 [ II ] 経済を大づかみにとらえると−マク
ロ経済学の基本 
       4 マクロ経済学の鳥観図 
                (p.72~78） 
第 12 回  [ II ] 経済を大づかみにとらえると−マク
ロ経済学の基本 
       5 マクロ経済をどうコントロールす
るか−財政金融政策の役割 
         （+リーマン・ショック） 
                (p.78~84） 
 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 13 回  [ III ] 日本経済を変えた三つの分岐点−マ
クロ経済の視点で考える 
       1 構造変化の原動力−石油ショック
と変動相場制(1)，(2) 
                (p.84~92） 
  
第 14 回 中間テスト 
      残り 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 



        [ III ] 日本経済を変えた三つの分岐
点−マクロ経済の視点で考           え
る 
       1 構造変化の原動力−石油ショック
と変動相場制(3) 
                (p.92~94） 
  
 

 

第 15 回  [ III ] 日本経済を変えた三つの分岐点−マ
クロ経済の視点で考           える 
       1 構造変化の原動力−石油ショック
と変動相場制 (4),(5) 
                (p.94~99） 
第 16 回  [ III ] 日本経済を変えた三つの分岐点−マ
クロ経済の視点で考           える 
       2 グローバル化のきっかけ−レーガ
ノミックスからプラザ合意ま         で 
(1)，(2)，(3) 
                (p.99~10 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 17 回 [ III ] 日本経済を変えた三つの分岐点−マ
クロ経済の視点で考           える 
       2 グローバル化のきっかけ−レーガ
ノミックスからプラザ合意ま         で 
(4)，(5) 
                (p.104~109） 
第 18 回 [ III ] 日本経済を変えた三つの分岐点−マ
クロ経済の視点で考           える 
       2 グローバル化のきっかけ−レーガ
ノミックスからプラザ合意ま         で 
(6) 
 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 19 回  [ III ] 日本経済を変えた三つの分岐点−マ
クロ経済の視点で考           える 
              3 出口はどこに−バブルの形
成と崩壊 
                (p.114~120) 
 第 20 回  [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ経
済の基本 
              1 なぜ⺠営化，規制緩和をす
るのか 
                (p.120~124) 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 21 回  [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ経済
の基本 
              2 市場メカニズムを科学する 
                (p.124~130) 
第 22 回  [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ経
済の基本 
              需要・供給曲線を理解しよう 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 



(1), (2) 
                (p.130~134) 
 

 

第 23 回  [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ経
済の基本 
            3  需要・供給曲線を理解しよう 
(3), (4)                                        
(p.134〜138) 
第 24 回   [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ
経済の基本 
             4  市場メカニズムを解剖する
(1)                                        
(p.138~144) 
 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 25 回  [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ経
済の基本 
             5  市場はこうして失敗する(1)               
(p.144~145) 
       [ VIII ] 人と組織の経済学 
             4  必要なのは競争政策               
(下巻，p.131~136) 
     
第 26 回  [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ経
済の基 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 27 回  [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ経
済の基本 
             5  市場はこうして失敗する               
(p.145~147) 
       [ VI ] 公共部門の経済学 
             1  公共部門の三つの機能 (2)               
(下巻，p.24~30) 
     
第 28 回   [ IV] 市場の原理を理解する−ミクロ
経済の基本 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 

 

第 29 回   [ V] ゲーム理論の考え方 
             2  エッセンスは二つ  
         3 ゲーム理論の展開               
(pp.150，155-6，169-173) 
               
第 30 回 期末試験 
     + ゲーム理論 

アサインメント： 前回講義内容の復習 
持参物：講義レジュメ、ノー ト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO104-
Y51 

2.科目名 経済学基礎 全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

経済学はお金だけでない、全ての有限なモノを効率的に分配するための手法を考える学問で
す。住まい、健康、恋愛、働き方、食事といったジャンルも経済学の対照です。経済学の知
識は何を選んで何を捨てるかという意志決定をするときの客観的なツールとしても役立ちま
す。 
この講義の目的は、マクロ経済学、ミクロ経済学、計量経済学、ファイナンス経済学などの
基礎を学びます。 
最終目標は上記の内容を皆さんがプレゼンできることです。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

グローバル社会で活躍できる人材を養成することをめざし、自ら積極的に行動し、体験を通
して社会との関わりの中で考え、行動することができる人間を育成するとともに、それを可
能とする学術研究を行うことを目的とする。 

19.教科書・教材 崔真淑『日常が学びに変わる！経済学の本』（翔泳社、2019） 
20.参考文献  
21.成績評価 積極的授業参加度・発表 45％、総括試験 55％ 

22.コメント 
授業中にマイクを回して順に教科書を読んでもらうので、必ず教科書を購入して持参するこ
と。 

23.オフィスアワー 授業終了後又はメール 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（１） 
ミクロ経済学の全体像 
需要と供給 
インセンティブ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 2 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（２） 
需要・供給の価格弾力性 
限界効用 
ゲーム理論 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 3 回 
家計や企業を考える「ミクロ経済学」（３） 
情報の非対称性 
モラルハザード 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 4 回 
家計や企業を考える「ミクロ経済学」（４） 
逆選択 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書



シグナリング 
コーポレートガバナンス 

く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 5 回 

国全体を考える「マクロ経済学」（１） 
政府と中央銀行の役割 
合成の誤謬 
財政政策と金融政策 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 6 回 

国全体を考える「マクロ経済学」（２） 
GDP、再分配 
インフレーションとデフレーション 
失業の種類 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 7 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（３） 
比較優位 
トリレンマ 
市場の論理 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 8 回 

道具としての「計量経済学」 
代理変数 
平均・分布・分散 
OLS 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 9 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（１） 
ファイナンス理論とは？ 
単利と複利 
現在価値と将来価値 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 10 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（２） 
徴税権 
景気のバロメーター 
株主の権利 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 11 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（３） 
効率的市場仮説 
金利平価説 
ブロックチェーン 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 12 回 
人工知能と経済の未来 
何故 Big Tech（GAF(M)A など）は経済学者を何故

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書



大量採用しているのか？ 
ＡI に使われる人、AI を使う人 
技術革新と雇用 

く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 13 回 

経済学で押さえておくべき人物 
カール・マルクス 
ミルトン・フリードマン 
ロバート・ルーカス 
モーリス・アレ 
ロナルド・コース 
フランコ・モディリアーニ 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 14 回 
総復習 
総括試験 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 15 回 総復習 
総括試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO202-
Y51 

2.科目名 経済学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

経済学はお金だけでない、全ての有限なモノを効率的に分配するための手法を考える学問で
す。住まい、健康、恋愛、働き方、食事といったジャンルも経済学の対照です。経済学の知
識は何を選んで何を捨てるかという意志決定をするときの客観的なツールとしても役立ちま
す。 
この講義の目的は、マクロ経済学、ミクロ経済学、計量経済学、ファイナンス経済学、観光
経済学の基礎を学びます。 
最終目標は上記の内容を皆さんがプレゼンできることです。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）自律性、（４）問題発見・解決力、（６）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 崔真淑『日常が学びに変わる！経済学の本』（翔泳社、2019） 
20.参考文献  
21.成績評価 積極的授業参加度・発表 45％、総括試験 55％ 

22.コメント 授業中にマイクを回して順に教科書を読んでもらうので、必ず教科書を購入して持参するこ
と。 

23.オフィスアワー 授業終了後又はメール 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（１） 
ミクロ経済学の全体像 
需要と供給 
インセンティブ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 2 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（２） 
需要・供給の価格弾力性 
限界効用 
ゲーム理論 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 3 回 
家計や企業を考える「ミクロ経済学」（３） 
情報の非対称性 
モラルハザード 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 4 回 
家計や企業を考える「ミクロ経済学」（４） 
逆選択 
シグナリング 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点



コーポレートガバナンス を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 5 回 

国全体を考える「マクロ経済学」（１） 
政府と中央銀行の役割 
合成の誤謬 
財政政策と金融政策 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 6 回 

国全体を考える「マクロ経済学」（２） 
GDP、再分配 
インフレーションとデフレーション 
失業の種類 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 7 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（３） 
比較優位 
トリレンマ 
市場の論理 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 8 回 

道具としての「計量経済学」 
代理変数 
平均・分布・分散 
OLS 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 9 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（１） 
ファイナンス理論とは？ 
単利と複利 
現在価値と将来価値 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 10 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（２） 
徴税権 
景気のバロメーター 
株主の権利 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 11 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（３） 
効率的市場仮説 
金利平価説 
ブロックチェーン 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 12 回 
経済と観光（１） 
経済効果の向上施策 
観客を増やす 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点



消費単価を増やす 
域内調達率の向上 

を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 13 回 
経済と観光（２） 
アフターコロナの観光はどうなる？ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 14 回 
総復習 
総括試験 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 15 回 総復習 
総括試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コ
ード 
（ナン
バリン
グ） 

EDE202-A01 2.科目名 英語科教育法Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担
当教員 三好徹明 

5.授業科
目の区
分 

展開科目 
教科及び教科の指導法に関
する科目-各教科の指導法 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可
能な専
攻 

教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得
資格の
要件 

中学(英語) コアカリ対応科目 11.先修条件 教職課程履修者 

12.研究
室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Address 

※ 15.授業形態 講義 

16.履修
制限 

 

17.授業
の目的
と概要 

四技能および発音、文法、語彙などの指導法に関する従来型の問題点を指摘し、これを改善するための指
導法について、グループでの議論（内容によって日本語または英語）を通して考えます。 

18.学習
目標と 
 ＤＰ
との関
連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（５）コミュニケーションスキル、
（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①第２言語習得理論や中学校外国語科における 4 技能など外国語（英語）を指導する上で必要な知識がわ
かるようになる。 
②①の知識や理解を実践の中で活用できるようになる。 

19.教科
書・教
材 

１）〜４）は英語科教育法Ⅰと同じ 
１）土屋澄男・秋山朝康・大城賢・千葉克裕・望月正道『最新英語科教育法入門』研究社 
２） 白畑知彦・冨田?一・村野井仁・若林茂則『英語教育用語辞典 第３版』大修館書店 
３）『中学校学習指導要領解説 -外国語編-』文部科学省(最新版)  {WEB 資
料,https://www.mext.go.jp/component/a̲menu/education/micro̲detail/̲̲icsFiles/afieldfile/2019/03
/18/1387018̲010.pdf} 
 

20.参考
文献 

樋口忠彦・高橋一幸（編）（2015）「Q&A 中学英語指導法事典ー現場の悩みに答えるー」教育出版 
Reference books will be announced in the class.参考書は授業で指示します。 

21.成績
評価 

課題レポート 30% (10×3 回) 
グループワーク 20% （発表 10%、、まとめ 10%） 
総括試験 50% 
 

22.コメ ・事前に教科書の該当部分を読み、議論する問題点について自分の考えをまとめておくこと 



ント ・教員を目指すのなら、授業は無遅刻、欠席も避けること 
・教員採用試験の準備として、英検２級または TOEIC 550 点以上を取得しておくこと 
 

23.オフ
ィスア
ワー 

秋学期 月曜日 3 限目（予定） 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1
回 

Methods and Techniques in Pronunciation Teaching 
発音指導 

○第 8 章予習（30 分） 
●課題 1：英語の綴りが音と一致しない原因を考
える (60 分)  
 

第 2
回 

Methods and Techniques in Teaching Letters and 
Spelling 
文字と綴り字の指導 

○第 9 章予習（30 分） 

第 3
回 

Methods and Techniques in Teaching Vocabulary 
語彙指導 

◎グループワーク：語彙指導 
○第 10 章予習・レポート作成（90 分） 
 

第 4
回 

Methods and Techniques in Teaching Grammar 
文法指導 

○第 11 章予習（30 分）  
 

第 5
回 

Methods and Techniques in Teaching Listening 
Discussion: Why is listening English so difficult for 
Japanese people?   
リスニング指導&討論「なぜ英語の聞き取りが難しいの
か」 

○第 12 章予習（30 分） 
○討論準備（60 分） 

第 6
回 

Methods and Techniques in Teaching Listening: 
Theory and Method 
リスニング指導：理論と方法 

◎グループワーク 
○第 12 章予習（30 分） 
 

第 7
回 

Methods and Techniques in Teaching Speaking: The 
Differences in pronunciation between English and 
Japanese language 
"Why is it so easy for Japanese people to fall into 
katakana English?" 
スピーキング指導：英語と日本語の音の比較 
「なぜカタカナ英語になりやすいのか」を考える 
 

●スピーキング課題(60 分) 

第 8
回 

Methods and Techniques in Teaching Speaking: 
Comparison of Japanese and English for Teaching 
Methods 
スピーキング指導：日英語の比較から指導法を考える 

◎グループワーク 
○第 13 章予習・レポート作成 
  （120 分） 
 

第 9
回 

Methods and Techniques in Teaching Reading: The 
Psychological Process of Reading Comprehension 
リーディング指導：読解の心理的プロセス 

○討論準備（30 分） 

第 10
回 

Methods and Techniques in Teaching Reading: 
Specific teaching methods and activities 

◎グループワーク  
○第 14 章予習・討論準備（60 分） 



リーディング指導：具体的な指導方法とアクティビティ  

第 11
回 

Methods and Techniques in Teaching Writing: Theory 
and Method 
ライティング指導：理論と指導法 

◎グループワーク 
○第 15 章予習・討論準備・（120 分） 
 

第 12
回 

Teaching Integrated Language Skills 
言語技能を統合した指導 

◎グループワーク 
○第 16 章予習・討論準備・レポート作成（150
分） 
 

第 13
回 

Utilization of Teaching Methods (ICT, Team Teaching, 
and ALT), Classroom English 
ICT,TT, ALT の活用、教室英語 

◎グループワーク  
○第 19,20 章予習（60 分） 
●レポート課題 3(60 分) 
 

第 14
回 

Testing and Evaluation: Measurement Methods, 
Evaluation and Assessment Methods, etc. 
テストと評価：測定方法・評価方法など 

○第 21 章予習（60 分） 
◎グループワーク 
○復習（90 分） 
 

第 15
回 

Consolidation 
総括 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDE203-
Y51 

2.科目名 英語科教育法Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 

展開科目 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職の必
修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
英語コミュニケーション学科の中学英語免許希望
者 9.履修学年 

2 年生〜(2021 年度の
み英コミ 2 年生受講
可） 

10.取得資格の要件 高校(英語) 中学(英語) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 TOEIC500 点 
またはそれに相当する英語の資格試験/スコア保持者 

17.授業の目的と概要 

This course is for those who are seeking for teaching job after graduation. This course 
examines successful foreign language education; how foreign languages are taught and 
learned in the world.  Various teaching methods which have been used around the 
world. 
本科目は、将来教職に就く人を対象とする。日本国内外での外国語教育（特に英語教育）の
状況や指導法について学び、指導計画・授業計画の立て方などについて学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・日本の英語教育の流れがわかる 
・第二言語習得理論と英語教育の関連がわかる 
・学習指導要領での英語教育の目的が説明できる 
・各学年の指導計画を目標に従って立てることができる 
DP(4)問題発見・解決力 (6)専門的知識・技能の活用力 ： 教職や英語に関する知識を活
かした英語授業の活動を考えたり、活動の問題点を見つけ改善を検討したりします。 

19.教科書・教材 

（英語科教育法Ⅰと同じ教科書） 
土屋澄男・広野威志 『新編英語科教育法入門』 研究社 
白畑ほか 『改訂版 英語教育用語辞典』 大修館書店 
 

20.参考文献 

村野井仁他 「統合的英語科教育法」（成美堂）ISBN978-4-7919-5094-2 
白井恭弘「英語教師のための第二言語習得論入門」(大修館書店） 
渡邉時夫他「小中連携を意識した中学校英語の改善」（三省堂） 
「中学校学習指導要領解説-外国語編-」文部科学省(最新版） 
「高等学校学習指導要領解説-外国語編- 英語編」文部科学省(最新版） 
中学校・高校の検定教科書(英語） 
 

21.成績評価 

Demonstration class: 40% 
(Performance in your demo:20% + Planning of demo activities :20%) 
Discussion performance 10% 
In class work: 20 % 
Final report :30% 
総計 100%のうち 60%以上で合格となります 
 



22.コメント  
23.オフィスアワー 月曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Course Orientation : Objectives and course work 
オリエンテーション 
 

○Review of the class (60min.) 

【第 2 回】 
Objectives of English Education 
英語教育の目的 
 

 

【第 3 回】 
English Education in Japan & the world 
日本と外国の英語教育  
 

 

【第 4 回】 
MEXT guidelines 
学習指導要領 
 

○Reading MEXT Guidelines (120min.) 

【第 5 回】 
Teaching Methods 
指導法の概説 
 

 

【第 6 回】 
Teaching Plan 
学習指導計画 
 

○Make your own lesson plan (120min.) 

【第 7 回】 

Lesson Plan：Presentation & Discussion on each 
lesson plan 
授業計画：学習指導案の作成と討論 
 

◎Analyze and revise your lesson plan 
(120min) 

【第 8 回】 
Evaluation and Assessment 
評価とアセスメント 
：生徒の評価方法と妥当性 

 

【第 9 回】 
Evaluation and Assessment 
評価とアセスメント:教員評価 
 

 

【第 10 回】 

SLA and EFL、Demonstration class (20 minutes/ 
student) 
第二言語習得と外国語学習 
 

 

【第 11 回】 

Autonomy (Group discussion) 自立的な学習者の育
成 
Group Discussion グループ討論 
Explanation of the final report 最終レポートの説明 
 

 

【第 12 回】 
English Education in Elementary Schools 
小学校の英語教育 
 

◎Presentation of Group Discussion (90 
min.) 

【第 13 回】 Cross-cultural Education  
異文化理解教育：「異文化理解」の意義 

◎make a PPT presentation (60 min.) 

【第 14 回】 
Cross-cultural Education 異文化理解教育 
Group Presentation プレゼンテーションと意見交換 

 



 
【第 15 回】 Reflection (Group discussion) 振り返り ★submission of final report 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDE204-
Y81 

2.科目名 英語科教育法Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科、英語教育学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
高校１種(英語) 中学１種
(英語)教員免許 11.先修条件 

英語科教育法１を履修済みであること 
英語能力が、学科基準を満たしている者 
   (英検２級 または TOEIC 550 以
上) 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、模擬授業実施 
16.履修制限 英語能力が学科基準を満たしている者（英検２級または TOEIC 550 以上） 

17.授業の目的と概要 

＜概要＞教材研究、授業の進め方を学び、指導案の作成（日英語の２通り）を通して、中学
あるいは高校の検定教科書を教材にして、実際に指導計画を作成する。また、その仕上げと
して模擬授業を実施し、教育実習への準備とする。 
＜目的＞学習指導案が日英両言語で作成できる、指導案に沿って授業が実施できる。 
模擬授業では、自己評価だけでなく、他者の評価もできるようになる。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(6) 専門的知識の活用の学修に関連しています。 
１）より良い授業を実施する為に、様々な教授法や教材などの情報を収集し、指導案に反映
できる。 
２）英語科指導法の問題点を発見し、解決のための方策を考え工夫して、模擬授業ができ
る。 
３）日英語指導案および細案が作成できる。 

19.教科書・教材 
１）『新英語科教育法入門』（英語科教育法１〜３で使用した教科書と同じ） 
２） E-PILOT（英語資料集）秀学社（教室で販売する） 
３） ハンドアウト配付 

20.参考文献 
『英語教育用語辞典』大修館書店  ＜改訂版＞ 
中学・高校の検定教科書 
中高の英語学習指導要領はファイルで配布 

21.成績評価 

１）教材研究 10+5=15%  （２回目は修正版） 
２）指導案（日本語）10+5+7=22% （２回目は修正版、３回目は完成版）  
３）指導細案 10+5 = 15% （２回目は模擬授業実施版） 
４）指導案（英語） 13%   
５）模擬授業  30%  （担当者および受講者による評価） 
６）模擬授業のふりかえり 5% 
＊合格基準：教材研究・指導案・細案を各々複数回提出し、模擬授業を実施 
◎模擬授業実施以外のレポート提出は、すべて Web Class へ 

22.コメント 

※教育実習と直結する科目なので、無欠席で受講することを求めます。 
※集中講義のため、やや変則的な進め方をします。 
※英語能力が低い者は、英語教師に向いていません。 
   英検準１級または TOEIC 730 以上を、３年終了時に取得、または、このレベルを目
標にしておくことが望ましい。 

23.オフィスアワー 冬学期のため設定しませんが、必要であれば事前予約をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１． 導入（シラバス説明、スケジュール） 教材研究(60 分） 



講義：教材研究１ 
2. 講義：教材研究２、指導案の概略 教材研究レポート作成(90 分） 

３． 指導案サンプルの説明と書き方の要点と細部について 
指導案作成の準備(60 分） 
教材研究レポート： Web Class へ提出 

４． 教材研究レポートの講評、教材研究修正、観点別評価 教材研究レポートの加筆・修正(60 分） 

５． 
細案サンプルの説明と書き方の要点、音読指導の説明
と実習 

音読の練習（30 分）、教材研究修正案作成
(60 分） Web Class へ提出 

６． 指導過程、指導案作成、音読の実際 
指導案レポート１作成(90 分） 
Web Class 経提出 

７． 指導案の講評および受講者間での評価、指導案修正、
板書計画の説明と実技 

細案レポート作成(60 分） 

８． 細案作成、ALT の活用と TT 指導案レポート１の加筆・修正(60 分） 

９． 
文法指導の在り方、語彙指導の工夫 
 

細案レポートの作成(90 分） Web Class へ
提出 

10. 細案の講評および受講者間での評価、英語版指導案の
要点 

指導案２の作成（30 分） 
模擬授業の準備(60 分） 

11. 
英語による Oral Introduction から新語導入まで、教
室英語の実際 

細案修正し（45 分）：Web Class へ提出 
模擬授業の準備(45 分） 

12. 細案に基づく模擬授業の練習と振り返り 模擬授業の準備(70 分） 

13. 模擬授業実施（相互評価） 指導案２の修正（30 分） 
模擬授業の準備(60 分） 

14. 模擬授業実施（相互評価） 各レポートを Word ファイルで作成(90 分） 

15. 

模擬授業２のふりかえり＋討論 
講義：教育実習に向けて 
模擬授業のふりかえり、指導案、細案、英語指導案の
提出（Web Class へ提出） 
 

指導案（日本語・英語）、細案、模擬授業の
振り返りの４点を Word ファイルで作成し
Web Class へ提出（90 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDE205-
A51 

2.科目名 英語発音指導法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育学部初等英語教育コース、 
教育福祉学科 
 

9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
中学教諭１種（英語） 
高校教諭１種（英語） 
 

11.先修条件 
英語音声学を履修していることが望ましい 
音声の学修が初めての学生も歓迎 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

＜概要＞受講者の英語発音を矯正し、教室での発音のモデルを提示しできるレベルにまで訓
練する。また、児童・生徒に対して発音指導ができるよう、指導法について教授する。ま
た、その指導法を他の受講者に対して実践できる能力を養成する。 
＜目的＞小学校と中学校前半の学習者には発音の導入指導を、中学校後半から高校の生徒対
象では発音の矯正指導ができる技術を学び、合わせて発音のモデルを示すことができる発音
能力の習得を目指します。 
  １）英語発音の目標として国際語としての英語（EIL）のレベルに達する 
  ２）英語の発音指導の基礎を習得し、実践できる 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）自身の発音能力向上の為に継続的な練習ができる 自律性 
２）発音指導において問題点を見つけ、指導に必要な方法を決めることができる 課題発
見・課題解決能力 
３）英語音声学で学んだ知識を活用する力を要請する 

19.教科書・教材 片山・⻑瀬・上⽃『英語音声学の基礎』研究社 
20.参考文献 山田・⻑瀬『小学生からの英語絵辞典』研究社 

21.成績評価 

レポート  10+10=20% （英語音声学に関する課題） 
発音テスト 10+10+25=45% （中間 2 回と期末で計 3 回実施）  
Performance 15%（Jazz chants & 対話文） 
発音指導実践 20% （問題のある発音を聞き、問題点を指摘し、矯正法を示す） 
 

22.コメント 

●教育福祉学科で、小学校教員を目指している学生の受講を勧めます。 
●英語の発音が良い先生は、児童・生徒から信頼と尊敬を得ます。 
●英語教育・英語コミ学科で教職課程を履修する学生は関連科目として英語音声学が必修で
す。 
 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１. 10/03 

導入（シラバス説明、発音診断ソフト説明）、発音診
断、 
英語音声学の基礎知識、Jazz Chants 練習 
 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 



２． 10/10 
診断テストのフィードバック、英語のリズム、破裂音
の矯正、Jazz Chants 練習 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

３． 10/17 
英語のイントネーション１，前⾆⺟音の矯正、Jazz 
Chants 練習 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

４． 10/24 英語のイントネーション２，摩擦音の矯正、Jazz 
Chants 練習 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

５． 10/31 
中間発音テスト１、英語の文強勢、中⾆・後⾆⺟音の
矯正、Jazz Chants 練習 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

６． 11/07 その他の子音の矯正、Jazz Chants 練習 
発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

７． 11/14 
英語の音声変化、二重⺟音の矯正、Jazz Chants 練習 
 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

８． 11/21 日英語の⺟音比較と英語の⺟音指導法、Jazz Chants
発表 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

９． 11/28 パフォーマンス振り返り、英語のリズムとイントネー
ション復習 

レポート１作成（50 分） 

10. 12/05 
中間発音テスト 2、日英語の子音比較と英語の子音指
導法、対話文練習、レポート１ 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

11. 12/12 
日英語のリズムの違いとプロソディの指導法、対話文
発表（パフォーマンス） 

発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

12. 12/19 発音指導実践演習１ 
発音評価ソフト(703)および自宅練習（30
分） 

13. 1/09 発音指導実践演習２、指導法テスト 発表練習（45 分） 

14. 1/16 
最終発音テスト、英語音声表現（発表）、レポート２
の説明 レポート２作成（60 分） 

15. 1/23 
発音テストフィードバック、授業の振り返り、レポー
ト２  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS202-
M51 

2.科目名 社会科教育法Ⅱ （教職２年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小寺正敏 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 教職（２年） 
10.取得資格の要件 中学（社会） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに高めることをめざし
て、社会科における歴史的分野の授業の方法と実践について学ぶ。 
【概要】 
１ 中学校社会科の歴史教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行の学習指導要領
を概観し、教育的課題を考察する。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる歴史学の内容から主要なテー
マを取り上げて学ぶことにより、歴史学への理解を深めるとともに、歴史教育のための教材
の開発や方法を学ぶ。 
３ 授業の実際を学ぶために、模擬授業を演習として実施する。そのための資料作成や準備
なども的確に行うことができるようにする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目のＤＰは（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
いる。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
１ 中学校社会科の学習について、特に歴史的分野の教育目標を理解することができる。 
２ 中学校社会科の歴史的分野の教育に必要となる専門的学識について、その教材研究及び
学習指導の方法を修得することができる。 
３ 社会科教員として、専門的学識をもって生徒の価値観や社会認識を育成するための教育
を実践する資質を高めることができる。 
 

19.教科書・教材 
講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 
中学校用社会科教科書『新しい社会 歴史』（東京書籍）、「学習指導要領」、その他、必要に
応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは歴史学の専門的内容を教材として
工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント 

教育の重要性を理解し、教育者として社会貢献をしたいという志の高い人、知的好奇心が旺
盛で、学的探究の意欲の高い人を期待する。 
教科教育の趣旨から、深い教材研究の能力とともに、授業実践に際しての教材開発や指導方
法の工夫に取り組む力が必要となる。そのために歴史学の専門的学識が歴史教育の前提とな
ることに留意して欲しい。 
本科目では模擬授業を演習として重視するので、受講生の人数によっては模擬授業を行う回



数に変更があり、その場合は講義内容にも変更を行うことがある。 
23.オフィスアワー 授業の前後に講師控え室等で対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
ガイダンス、歴史教育論総説：歴史教育の意義、学習
指導要領の教育目標と課題、歴史教育の方法 

 

第２回 
 

通史学習の方法と教材開発Ⅰ（古代史）：東アジア文
明の影響、律令国家形成と古代文化などの指導の留意
点と教材開発 
史料演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回 
 

通史学習の方法と教材開発Ⅱ（中世史）：武家政治の
展開、東アジア世界との関係、産業の発達、中世文化
などの指導の留意点と教材開発 
史料演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
 

通史学習の方法と教材開発Ⅲ（近世史）：戦国末期の
変動、江⼾幕府の支配体制、近世の産業、近世の教育
と文化などの指導の留意点と教材開発 
史料演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分） 

第５回 
 

通史学習の方法と教材開発Ⅳ（近・現代史１）：近代
国家成立期の国際関係、近代産業の発達、近代文化な
どの指導の留意点と教材開発 
史料演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★レポート提出★ 

第６回 

通史学習の方法と教材開発Ⅴ（近・現代史２）：大
正・昭和戦前期を中心とする近代国家転換期の国際関
係、経済と社会、文化などの指導の留意点と教材開発 
史料演習を含む 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
 

主題学習の方法と教材開発Ⅰ：日本の世界史的考察の
視点、日本と諸外国との相互交流の歴史的展開に関す
る授業の工夫 
史料演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回 
 

主題学習の方法と教材開発Ⅱ：文化史の捉え方、古
典・芸術の歴史教材化の試み 
史料演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★模擬授業希望調査票提出 

第９回 
 

主題学習の方法と教材開発Ⅲ：人物史学習の視点、人
物史から見た転換期の発展的学習について 
史料演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分） 

第 10 回 
 

・実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習
指導案及び関連教材に関する説明（教育機器の活用を
含む）、作成 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
 

・実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成
の継続と手直し、各担当内容の教材研究についての指
導・助言 

〇学習指導案の作成及び完成、関連教材の準
備、各自担当授業の予習（360 分） 
◆ノートパソコン◆ 

第 12 回 
 

・実習：模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、
更なる改善・向上に向けての指導 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 13 回 
12/24 

・実習：模擬授業Ⅱ：同上 
〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 



第 14 回 ・実習：模擬授業Ⅲ：同上 
〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 15 回 
 

歴史教育論の総括：模擬授業の総括的評価、歴史教育
の課題及び関連知識に関する確認の総括試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS202-
Y51 

2.科目名 社会科教育法Ⅱ （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小松郁夫 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 教職（２年） 
10.取得資格の要件 中学（社会） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業の目的 
中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに高めることをめざし
て、社会科における歴史的分野の授業の方法と実践について学ぶ。 
本授業の概要 
１ 中学校社会科の歴史教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行の学習指導要領
を概観し、教育的課題を考察する。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる歴史学の内容から主要なテー
マを取り上げて学ぶことにより、歴史学への理解を深めるとともに、歴史教育のための教材
の開発や方法を学ぶ。 
３ 授業の実際を学ぶために、模擬授業を演習として実施する。そのための資料作成や準備
なども的確に行うことができるようにする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目のＤＰは（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
いる。 
１ 中学校社会科の学習の意義を、特に歴史的分野の教育的特質を中心に学ぶ。 
２ 中学校社会科の歴史的分野の教育に必要となる歴史に関する専門的学識を学ぶ。 
３ 社会科教員として、専門的学識をもって生徒の価値観や社会認識を育成するための教育
を実践する資質を高めることをめざして、社会科授業の理論と実践を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 
中学校用社会科教科書『新しい社会 歴史』（東京書籍） 
その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは歴史学の専門的内容を教材として
工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント 

教育の重要性を理解し、教育者として社会貢献をしたいという志の高い人、知的好奇心が旺
盛で、学的探究の意欲の高い人を期待する。 
教科教育の趣旨から、深い教材研究の能力とともに、授業実践に際しての教材開発や指導方
法の工夫に取り組む力が必要となる。そのために歴史学の専門的学識が歴史教育の前提とな
ることに留意して欲しい。 
本科目では模擬授業を演習として重視するので、受講生の人数によっては模擬授業を行う回
数に変更があり、その場合は講義内容にも変更を行うことがある。 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 
10/1 

ガイダンス、歴史教育論総説：歴史教育の意義、学習
指導要領の教育目標と課題、歴史教育の方法 

 

第２回 
10/8 

通史学習の方法と教材開発Ⅰ（古代史）：東アジア文
明の影響、律令国家形成と古代文化などの指導の留意
点と教材開発 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回 
10/15 

通史学習の方法と教材開発Ⅱ（中世史）：武家政治の
展開、東アジア世界との関係、産業の発達、中世文化
などの指導の留意点と教材開発 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
10/22 

通史学習の方法と教材開発Ⅲ（近世史）：戦国末期の
変動、江⼾幕府の支配体制、近世の産業、近世の教育
と文化などの指導の留意点と教材開発 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分） 

第５回 
10/29 

通史学習の方法と教材開発Ⅳ（近・現代史）：近代国
家の成立、国際関係、近代産業の発達、近代文化、戦
後の日本などの指導の留意点と教材開発 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★レポート提出★ 

第６回 
11/5 

史料を活用する歴史教育の方法：史料の意義、史料を
活用する授業の研究、身近な地域の歴史学習のための
史料 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
11/12 
 

主題学習の方法と教材開発Ⅰ：日本の世界史的考察の
視点、日本と諸外国との相互交流の歴史的展開に関す
る授業の工夫 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回 
11/19 

主題学習の方法と教材開発Ⅱ：文化史の捉え方、古
典・芸術の歴史教材化の試み 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★模擬授業希望調査票提出 

第９回 
11/26 
 

主題学習の方法と教材開発Ⅲ：人物史学習の視点、人
物史から見た転換期の発展的学習について 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分） 

第 10 回 
12/3 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習指導案及
び関連教材に関する説明（教育機器の活用を含む）、
作成 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
12/10 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成の継続と
手直し、各担当内容の教材研究についての指導・助言 

〇学習指導案の作成及び完成、関連教材の準
備、各自担当授業の予習（360 分） 
◆ノートパソコン◆ 

第 12 回 
12/17 

模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、更なる改
善・向上に向けての指導 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 13 回 
12/24 

模擬授業Ⅱ：同上 〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 14 回 
1/7 模擬授業Ⅲ：同上 

〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 15 回 
1/21 
 

歴史教育論の総括：模擬授業の総括的評価、歴史教育
の課題及び関連知識に関する確認の総括試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS302-
M51 

2.科目名 社会科･公⺠科教育法Ⅱ (教職 3 年) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小寺正敏 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 教職（３年） 

10.取得資格の要件 高校（公⺠）、中学（社
会） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
高校の公⺠科教員及び中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに
高めることをめざして、高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠的分野の授業の方法と実践につ
いて学ぶ。 
【概要】 
１ 高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行
の学習指導要領を概観し、教育的課題を考察する。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる公⺠的分野の教科内容に相当
する人文・社会科学の領域から、主要なテーマを取り上げて学ぶことにより、関連学問領域
への理解を深めるとともに、公⺠教育のための教材の開発や方法を学ぶ。 
３ 授業の実際を学ぶために、模擬授業を演習として実施する。そのための資料作成や準備
なども的確に行うことができるようにする。また、教育上必要な電子機器を授業実践や教材
開発などに効果的に活用できるようにする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目のＤＰは（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
いる。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
１ 高校公⺠科の学習の意義、及び中学校社会科の学習の意義について、公⺠的分野の中の
倫理的内容及び一般社会的内容の教育的課題に気づき、その解決の道筋を考える資質を養う
ことができる。 
２ 高校公⺠科及び中学校社会科において、公⺠的分野の倫理・社会的内容の教育に必要と
なるような、哲学・倫理学・宗教学など人文学に関する専門的学識を、学習教材化の観点か
ら学ぶことができる。 
３ 高校公⺠科及 

19.教科書・教材 講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 高校公⺠科教科書『公共』（東京書籍）、中学校用社会科教科書『新しい社会 公⺠』（東京
書籍）、「学習指導要領」、その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは人文・社会科学の専門的内容を教
材として工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント 
教育の重要性を理解し、教育者として社会貢献をしたいという志の高い人、知的好奇心が旺
盛で、学的探究の意欲の高い人を期待する。 



教科教育の趣旨から、深い教材研究の能力とともに、授業実践に際しての教材開発や指導方
法の工夫に取り組む力が必要となる。そのために哲学、倫理学、宗教学など人文学の専門的
学識が公⺠科教育の前提となることに留意して欲しい。 
本科目では模擬授業を演習として重視するので、受講生の人数によっては模擬授業を行う回
数を変更するので、その場合は講義内容にも変更を行うことがある。 

23.オフィスアワー 授業の前後に講師控え室等で対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

ガイダンス、公⺠科教育論（倫理的・一般社会的分
野）総説：倫理教育の課題と方法、学習指導要領
（中・高校）の教育目標と課題、人生観・世界観確立
をめざす教育について 

 

第２回 
 

哲学・倫理教育の方法と課題：哲学の意義、哲学の方
法、中等教育における哲学学習の可能性 
哲学典籍の演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回 
 

⻄洋源流思想の学習指導１：⻄洋哲学における先哲の
典籍読解の指導をめざす演習作業、古代ギリシア哲学
の指導例 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
 

東洋源流思想の学習指導：中国古代思想における思想
家の典籍読解の指導をめざす演習作業、儒家思想及び
道家思想の指導例 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇レポート作成（360 分） 

第５回 
 

「宗教の教育」の意義と方法：現代の宗教事情、公教
育における宗教の意義、宗教教育の方法 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
★レポート提出 

第６回 
 

宗教思想の学習指導：世界宗教の基本精神の学習につ
いて、インドの古代仏教・原始キリスト教・成立期の
イスラーム 
典籍資料の演習を含む（但し、資料講読は学問として
の思想史的視点から行う） 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
 

⻄洋近代哲学の学習指導：⻄洋哲学における先哲の典
籍読解の指導をめざす演習作業、指導例としては、
「倫理」の内容で重視される哲学者から任意に選ぶ 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回  
 

日本思想の学習指導：日本の主要思想家の典籍の読解
指導をめざす演習作業、指導例としては、日本の近代
以前またはそれ以後を問わず、「倫理」の内容で重視
される思想家を任意に選ぶ 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分）   
★模擬授業希望調査票提出 

第９回 
 

実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習指
導案及び関連教材に関する説明（教育機器の活用を含
む）、作成 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 10 回 
 

実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成の
継続と手直し、各担当内容の教材研究についての指
導・助言 
 

〇学習指導案の作成及び完成、関連教材の準
備、各自担当授業の予習（360 分） 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
 

実習：模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、更
なる改善・向上に向けての指導 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 12 回 
 

実習：模擬授業Ⅱ：同上 
〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 



第 13 回 
 

実習：模擬授業Ⅲ：同上 
〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 14 回 
 

実習：模擬授業Ⅳ：同上 
〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 15 回 
 

倫理教育論の総括：模擬授業の総括的評価、公⺠科教
育の課題及び関連知識に関する確認の総括試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS302-
Y51 

2.科目名 社会科･公⺠科教育法Ⅱ （教職 3 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋香織 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 教職（３年） 

10.取得資格の要件 高校（公⺠）、中学（社
会） 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業の目的 
高校の公⺠科教員及び中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに
高めることをめざして、高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠的分野の授業の方法と実践につ
いて学ぶ。 
本授業の概要 
１ 高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行
の学習指導要領を概観し、教育的課題を考察する。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる公⺠的分野の教科内容に相当
する人文・社会科学の領域から、主要なテーマを取り上げて学ぶことにより、関連学問領域
への理解を深めるとともに、公⺠教育のための教材の開発や方法を学ぶ。 
３ 授業の実際を学ぶために、模擬授業を演習として実施する。そのための資料作成や準備
なども的確に行うことができるようにする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP のＤＰの（1）自律的で主体的な態度（4）問題発見・解決力と（6）専門的知
識・技能の活用力に関連しています。 
１ 高校公⺠科の学習の意義、及び中学校社会科の学習の意義については、特に公⺠的分野
の教育的特質を中心に学ぶ。 
２ 高校ｌ公⺠科及び中学校社会科の公⺠的分野の教育に必要となるような、人文・社会科
学に関する専門的学識を学ぶ。 
３ 高校公⺠科及び中学校社会科教員として、専門的学識をもって生徒の価値観や社会認識
を育成するための教育を実践する資質を高めることをめざして、公⺠科及び社会科授業の理
論と 

19.教科書・教材 
講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 
高校公⺠科教科書『現代社会』（東京書籍）、中学校用社会科教科書『新しい社会 公⺠』
（東京書籍） 
その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは人文・社会科学の専門的内容を教
材として工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
学修支援センター：水曜日お昼休み 
個人研究室：⽕曜日 2 時間目 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
9/30 

ガイダンス、公⺠科教育論（倫理的・一般社会的分
野）総説：倫理教育の課題と方法、学習指導要領
（中・高校）の教育目標と課題、人生観・世界観確立
をめざす教育について 

 

第２回 
10/7 
 

現代社会分野の方法と教材開発：現代社会の諸相と倫
理、社会の一員としての生き方と課題 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回 
10/14 

哲学教育論概説：哲学することの意義、倫理の意義、
「善く生きること」についての先哲の典籍読解の指導
について 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
10/21 

法と道徳：社会生活における法と道徳の意義とその学
習指導 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇レポート作成（360 分） 

第５回 
10/28 

伝統文化と倫理：文化的アイデンティティを探求する
教育課題ついての学習方法と教材の工夫 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
★レポート提出 

第６回 
11/4 

「倫理」分野の方法と教材開発Ⅰ：文化と宗教に関す
る教育の意義、人生観・世界観の確立の教育的配慮の
考察 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
11/11 

「倫理」分野の方法と教材開発Ⅱ：応用倫理学の諸問
題の学習方法 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回  
11/18 

主題学習の課題と方法：「人間としての生き方あり
方」を考えさせる授業の課題設定の仕方と工夫（分野
を越えた発展的学習として） 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分）   
★模擬授業希望調査票提出 

第９回 
11/25 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習指導案及
び関連教材に関する説明（教育機器の活用を含む）、
作成 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 10 回 
12/2 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成の継続と
手直し、各担当内容の教材研究についての指導・助言 
 

〇学習指導案の作成及び完成、関連教材の準
備、各自担当授業の予習（360 分） 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
12/9 

模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、更なる改
善・向上に向けての指導 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 12 回 
12/16 模擬授業Ⅱ：同上 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 13 回 
12/23 模擬授業Ⅲ：同上 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 14 回 
1/6 

模擬授業Ⅳ：同上 
〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 15 回 
1/13 
 

倫理教育論の総括：模擬授業の総括的評価、公⺠科教
育の課題及び関連知識に関する確認の総括試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU102-
A51 

2.科目名 教職概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目標】 
現代社会における教職の重要性の高まりを背景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職
務内容等について講義とともにアクティブラーニングなどを通して主体的に身に付け、教職
への意欲を高め、さらに適性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 
【概要】 
●本講義では、教職のあり方や教師像を形成した歴史的・社会的背景を広く概観して理解す
る。 
●専門職としての教職の意義や教師の役割を理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解する。 
②教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解する。 
③教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解する。 
④学校の担う役割が拡大・多様化する中で、学校が内外の専門家等と連携・分担して対応す
る必要性について理解する。 
[関連するディプロマポリシー] 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）(3) 
多様な 

19.教科書・教材 『教職概論 第５次改訂版』佐藤晴雄 学陽書房 
20.参考文献 必要に応じて授業中に紹介する。 

21.成績評価 

１．課題 1 ３０％：教師に関する新聞記事（ネット可）を収集し、それを用紙に貼るとと
もに、記事の内容を通して教師という職業について考えることを書く。【学習目標①②に対
応】 
２．課題 2 ３０％：これまで学修してきた内容を踏まえて、自身が考える理想とする教
師・保育士像について書く。【学習目標①②④に対応】 
３．総括試験 ４０％【学習目標①②③④に対応】  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント ・子どもたちのお手本となるような授業態度で受講すること。 
23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

講義：オリエンテーション … 教科書 pp.192-230 
・講義の概要を理解する。また、教職志望度の確認を
する。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.33-53 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 2 回】 講義：日本の教職観の変遷 … 教科書 pp.33-53  〇今回の授業の復習をする。（120 分） 



・教職観の歴史と今日教師に求められる役割を学ぶ。 〇次回の予習として、教科書 pp.54-72 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 3 回】 講義：教員養成の歴史と現状 … 教科書 pp.54-72 
・教師と教員養成の歴史について学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.73-90 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 4 回】 
講義：教職の意義（１）  
・野生児の事例の検討を通して、教職の意義を考え
る。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 

【第 5 回】 
講義：教職の意義（２）  
・ボノボの事例の検討を通して、教職の意義を考え
る。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.27-31 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 6 回】 
講義：教職の意義（３） … 教科書 pp.27-31  
・4 回目と 5 回目の講義内容と社会化理論を関連づけ
て、教職の意義を考える。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.91-133 を
読んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 7 回】 
講義：教師の役割と仕事 … 教科書 pp.91-113  
・教師の職務内容とその特徴（他職業との比較）、勤
務実態について学ぶ。 

〇【課題１】教師に関する新聞記事（ネット
可）を収集し、それを用紙に貼るとともに、
記事の内容を通して教師という職業について
考えることを書く。（180 分） 
〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.131-152 を
読んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 8 回】 

講演：小学校教員という職業の魅力 … 教科書
pp.131-152  
・特別講師（小学校教員経験者）の講話を通して、教
師という職業の魅力について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.114-130 を
読んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 9 回】 

講義：管理職・主任の役割とチーム学校 … 教科書
pp.114-130 
・管理職・主任の役割の概要と、チーム学校運営とそ
れへの対応について学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.43-53 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 10 回】 
講義：メディアと教師 … 教科書 pp.43-53 
・メディアによって形成される教師像について考え
る。 

★課題 1 提出 
〇【課題 2】 
これまで学修してきた内容を踏まえて、自身
が考える理想とする教師・保育士像について
書く。（180 分） 
〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
次回の予習として、教科書 pp.73-90、
pp.153-172 を読んで、わからないところを
チェックする。 

【第 11 回】 
講義：教員の任用と服務 … 教科書 pp.73-90 
・教員の任用と服務の概要について学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.73-90、
pp.153-172 を読んで、わからないところを
チェックする。（120 分） 



【第 12 回】 講義：教師の力量形成 … 教科書 pp.153-172 
・教師の資質向上と研修について学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.164-172，
pp.192-230 を読んで、わからないところを
チェックする。（240 分） 

【第 13 回】 

講義：養成段階から初任期への移行 … 教科書
pp.164-172，pp.192-230  
・教職への進路選択と教員採用選考、新任教師の課題
について理解する。 

★課題 2 提出 
〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇これまでの学習内容を復習する。（360
分） 

【第 14 回】 総括試験  

【第 15 回】 
講義：まとめ  
・これまでの復習を行い、本科目の自身の学習到達度
について理解する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU201-
A52 

2.科目名 公教育論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 
基幹科目  
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、公教育をめぐる知識を理解し、現代公教育のあり方に関して自身の意見を述
べることを目的としています。 
【概要】 
この授業では、公教育として行われている学校教育に関する知識、具体的には公教育の基本
原理、現代日本の公教育体制について学んでいきます。その上で、これらの知識内容を踏ま
えながら、現代公教育がどのようにあるべきなのかについて、適宜グループワークを行い、
プレゼンテーションを実施します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は、本学の「卒業認定・学位授与の方針（DP）」の(1) 自律的で主体的な態度（自律
性：自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができま
す。）、(6) 専門的知識・技能 の活用力（自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知
識・技能を修得し、実際を想定した場面で活用することができます。）の 2 点を重点的に育
成することを意図しています。 
また、本科目の学習目標は次の通りです。 
(1)公教育に関する専門知識を説明することができる。 
(2)公教育のあり方に対する自身の意見を論理的 

19.教科書・教材 坂野慎二、湯藤定宗『学校教育制度概論』玉川大学出版部、2022 年 
20.参考文献 ・授業の際に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価・評定については、以下のすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定めら
れた方法で提出することを合格基準とします。配点は次の通りです。 
①小テスト（6 回）                18％（学修目標(1)に対応） 
②グループワークとそれに基づく発表（14 回）  42％（学修目標(2)に対応） 
③総括試験                  40％（学修目標(1)、(2)に対応） 
なお、レポートのルーブリック等（評価基準）は第 1 回目の授業で示します。 

22.コメント 

授業では、公教育に関する基本的な知識内容について説明し、小テストも行いますので、予
習・復習など授業時間外の学修をしっかりと行うことが求められます。また、修得した知識
内容の理解やグループワークでの議論を通じて、公教育に対する自分なりの意見を持てるよ
うになってほしいと思います。 

23.オフィスアワー ⽕曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・「第 1 章 教育制度と教育改革」 

復習：配付資料に基づいて、第 1 回につい
て復習する。（60 分） 
予習：教科書を活用して第 2 章について学
ぶ。（120 分） 

【第 2 回】 
・「第 2 章 学校教育制度の基本原理(1)〜就学前教育
制度と初等教育制度〜 
 

復習：配付資料に基づいて、第 2 回の復習
を行い、小テストに備える。（180 分） 
予習：教科書を活用して第 3 章について学



ぶ。（60 分） 

【第 3 回】 

・「第 3 章 学校教育制度の基本原理(2)〜中等教育制
度と特別支援教育制度〜」 
・小テスト 
 

復習：配付資料に基づいて、第 3 回の復習
を行い、小テストに備える。（180 分） 
予習：教科書を活用して第 4 章について学
ぶ。（60 分） 

【第 4 回】 
・「第 4 章 高等教育と生涯学習」 
・小テスト 

復習：配付資料に基づいて、第 4 回の復習
を行い、小テストに備える。（180 分） 
予習：教科書を活用して第 5 章について学
ぶ。（60 分） 

【第 5 回】 
・「第 5 章 教育行政の実際(1)〜中央教育行政〜」 
・小テスト 

復習：配付資料に基づいて、第 5 回の復習
を行い、小テストに備える。（180 分） 
予習：教科書を活用して第 6 章について学
ぶ。（60 分） 

【第 6 回】 
・「第 6 章 教育行政の実際(2)〜地方教育行政〜」 
・小テスト 

復習：配付資料に基づいて、第 6 回の復習
を行い、小テストに備える。（180 分） 
予習：教科書を活用して第 7 章について学
ぶ。（60 分） 

【第 7 回】 
・「第 7 章 学校の組織と運営」 
・小テスト 

復習：配付資料に基づいて、第 7 回の復習
を行い、小テストに備える。（180 分） 
予習：教科書を活用して第 8 章について学
ぶ。（60 分） 

【第 8 回】 
・「第 8 章 学校の質保証と学校参画」 
・小テスト 

復習：配付資料に基づいて、第 8 回の復習
を行う。（180 分） 
予習：教科書を活用して第 9 章について学
ぶ。（60 分） 

【第 9 回】 ・「第 9 章 選抜システムとしての学校制度」 

復習：配付資料に基づいて、第 9 回の復習
を行う。（120 分） 
予習：教科書を活用して、第 10 章について
学ぶ。（120 分） 

【第 10 回】 
・「第 10 章 学校教育の新たな課題(1)〜教育政策の
国際化〜」 

復習：配付資料に基づいて、第 10 回の復習
を行う。（120 分） 
予習：教科書を活用して第 11 章について学
ぶ。（120 分） 

【第 11 回】 
・「第 11 章 学校教育の新たな課題(2)〜学校の安
心・安全と未来への準備〜」 

復習：配付資料に基づいて、第 11 回の復習
を行う。（120 分） 
予習：教科書を活用して第 12 章について学
ぶ。（120 分） 

【第 12 回】 ・「第 12 章 学校教育制度の成立と発展」 

復習：配付資料に基づいて、第 12 回の復習
を行う。（120 分） 
予習：教科書を活用して第 13 章について学
ぶ。（120 分） 

【第 13 回】 ・「第 13 章 学校教育制度の展開」 

復習：配付資料に基づいて、第 13 回の復習
を行う。（120 分） 
予習：教科書を活用して第 14 章について学
ぶ。（120 分） 

【第 14 回】 ・「第 14 章 学校教育の現在と未来」 
復習：配付資料に基づいて、第 14 回の復習
を行う。（120 分） 



予習：配付資料や参考書に基づいて、これま
での復習を行い、総括試験に備える。（300
分） 

【第 15 回】 ・総括試験と公教育のまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU203-
Y51 

2.科目名 学校経営論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 平井正朗 

5.授業科目の区分 

中高教職 
教育の基礎的理解に関
する科目 
教育に関する社会的、
制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携
及び学校安全への対応
を含む。） 
 

6.必修・ 
選択の区分 

教職選択
必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、グループワーク等 
16.履修制限 教職課程の履修登録 

17.授業の目的と概要 

 学校の“主役”は生徒であり、教師の仕事の中心は授業です。その授業は学校経営の枠内で
行われています。本授業ではカリキュラム・マネジメントを通じた学校経営についての先行
事例を概観し、そのあり方を理解するのと同時に、「チーム学校」の一員として協働するこ
との意味を学修します。 
 教歴を積み重ねると、ミドル・リーダーとしての役割が期待され、校内での仕事量も増加
します。本授業では良循環型学校経営のあり方、スクールリーダーとしてのあり方について
の認識も深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①大項目 「問題解決能力を身につける」 
中項目 「問題発見力 レベル２ 〈現状を認識し、生じている問題に気付き、解決のため
の課題を見つける。〉」 
 学校経営は、教職員が教育活動の位置づけを意識しながら「チーム学校」として、さらに
保護者や地域の人々、産業界も巻き込みつつ、協働的に生徒の成⻑に関わることで目標達成
が可能となります。教職員一人ひとりが、各自の課題解決に向けて具体的な目標を設定し、
その実現に向けて PDCA サイクルを展開することが健全な学校経営とつながるという認識を
深めていただきたいと思います。 
 

19.教科書・教材 
教科書は後日、指示します。 
各授業時に教材としてプリントを資料として配布するので、それをきちんとファイルするこ
とが必要です。 

20.参考文献 大阪市・大阪市教育委員会「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果
に関する報告書」令和３年 10 月 

21.成績評価 

① 学校経営に関する事例へのコメント１０回×４＝４０％ 
② 中間課題１回×２０＝２０％ 
③ 最終課題１回×４０＝４０％  
最終評価は、①から③の合計とし、１００点満点とする。 

22.コメント 

 学校経営とは、安心・安全の下、各校が独自で設定した目標に向けて、地域と連携しつ
つ、人的・物的資源を有効活用し、最も有効な方法で運営を行い 「めざす学校」の形にす
ることです。社会が加速度的に変化し、予測不能と言われる時代、教科の枠を超えた高度な
テーマに取り組む学校、地域社会の課題に取り組む学校など、特色ある学校づくりを経営と
いう視点から考察し、教師の”あるべき”姿を一緒に考えましょう。 



23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 

・オリエンテーション 
（本授業の目標、内容、成績評価、授業を受ける上で
の留意点） 
・学校に求められていること 
・学校経営を学ぶ必要性について 

学校経営論のプリントを配布する。このプリ
ントをファイルし、毎回、 持参すること。
（以下、同様） 

２回目 

公教育の経営   
・学校教育への考え方、公教育の実施原則、教育委員
会の管理権と自  
 己裁量権、学校に対する管理権の改革について学
ぶ。 
 ・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業
終了時に提出すること。 この提出をもって出席とす
る。 

 

３回目 

学校づくりと学校経営 
・学校力の構築、学校づくりと経営、学校の意思形成
と運営組織、学校  
・教育の変化と学校づくりについて学ぶ。 
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。この提出をもって出席とする。 

 

４回目 

学校づくりと法の関係 
・学校の規範法化、学校の経営法化、学校の私法化に
ついて学ぶ。 
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。 この提出をもって出席とす
る。 

 

５回目 

カリキュラムを核にした協働  
・カリキュラム・マネジメントの機能化について学
ぶ。 
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。 この提出をもって出席とす
る。 

 

６回目 

生徒指導と学校づくり 
・生徒指導体制、支援体制について学び、支援機関 
について考える。 
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。 この提出をもって出席とす
る。 

 

７回目 

学級・ホームルーム経営 
・学級の歴史、学級の特質、学級経営の理論と実際、
学級経営と学級  
 担任について学ぶ。  
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。 この提出をもって出席とす
る。 

中間課題の提示 

８回目 
学校組織における教師のストレス 
・教師のストレス、教育相談システムの構築、管理職

 



のストレスについて学ぶ。  
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。この 提出をもって出席とす
る。 

９回目 

学校の危機管理 
・危機管理について学び、学校安全や不審者への対応
について考える。 
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。 この提出をもって出席とす
る。 

中間課題の提出 

10 回目 

学校におけるミドルリーダーの役割 
・ミドルリーダーの役割、ミドルリーダーの育成と今
後の課題、可能性について学ぶ。 
・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業終
了時に提出すること。 この提出をもって出席とす
る。 

 

11 回目 

グループワーク：テーマ 「開かれた学校づくり」 
・グループに分かれ、テーマについてのグループ討議
を行い、代表者 
が 発表。 
・グループ討議の感想文を提出すること。この提出を
もって出席とする。 

 

12 回目 

学校づくりと保護者・地域住⺠ 
・グループ討議の結果から「開かれた学校づくり」に
ついて考える。 
開か れた学校づくりの“あるべき姿”を探究的に再構
築する。 
・グループ討議の感想文を提出すること。この提出を
もって出席とする。 

 

13 回目 

グループワーク：学校評価と学校づくり  
・学校評価の制度化、学校評価の方法、学校づくりに
生かす学校評価のあり方 について学ぶ。 
・グループワーク：グループに分かれ学校評価を作成
し、代表者が発表。 

最終課題の提示 

14 回目 

日本における学校について概観 
・日本における公立学校を概観し、特色ある私立学校
についても「学校経営」の視点から考察する。 
 ・学校で起こった事例へのコメントを記入し、授業
終了時に提出すること。この提出をもって出席とす
る。 

 

15 回目 

グループ面談 
・授業を振り返って：自己評価表への記入  
・グループ面談を実施し、授業の在り方や一人一人の
授業の参加度等  
   についての意見交換を行う。 
・最終課題の受け取り、出欠の確認 

最終課題の提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU204-
A51 

2.科目名 教育制度論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件 
「日本国憲法」をあらかじめ履修しておく
ことが望ましいです。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、教育制度に関する基本的な知識を理解し、よりよい教育制度にするための提
案力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
この授業では、現代教育に関するさまざまなトピックを取り上げ、日々の学校教育の営みと
教育に関する法規などの制度がどのように関わっているのかを理解します。これによって、
教師として必須の教育制度に関する基礎知識を習得するとともに、教育制度の現状を批判的
に検討しながら、いかに現状を改善・改革するかというデザイン力を身につけることもめざ
します。なお、教育の事例や制度に対して受講者の意見を求めるなど、学生参加型の授業形
式も必要に応じて取り入れます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は、本学の「卒業認定・学位授与の方針（DP）」の(1) 自律的で主体的な態度（自律
性：自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができま
す。）、(6) 専門的知識・技能 の活用力（自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知
識・技能を修得し、実際を想定した場面で活用することができます。）の 2 点を重点的に育
成することを意図しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
1.教育制度の基本原理について説明できる。 
2.学校現場に関する教育制度の基礎知識について説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料を適宜配布します。 

20.参考文献 

坂田仰/⿊川雅子共著『補訂版 事例で学ぶ”学校の法律問題”』教育開発研究所、2013 年。 
篠原清昭編著『教育のための法学〜子ども・親の権利を守る教育法〜』ミネルヴァ書房、
2013 年。 
坂野慎二・湯藤定宗・福本みちよ編『学校教育制度概論【第 2 版】』玉川大学出版部、2017
年 

21.成績評価 

評価・評定については、以下のすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定めら
れた方法で提出することを合格基準とします。配点は次の通りです。 
○ふりかえり 12 回×2 点＝24 点 （学習目標の 1、2、3 に対応） 
○中間確認試験 26 点 （学習目標の 2 に対応） 
○総括試験 50 点 （学習目標の 1、2、3、4 に対応） 
 

22.コメント 教職科目であるため、休まずまじめに授業を受講するともに、授業時間外でも予習・復習な
ど自主的な学習に取り組む姿勢を期待します。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション（授業の目標・内容、成績評
価、授業の進め方、受講マナー等受講上の留意点） 
・法律―教育行政―学校教育という制度の構造 

○予習：参考書を活用して懲戒・体罰、出席
停止の概要について学ぶ。（240 分） 

【第 2 回】 
・懲戒・体罰 
・出席停止 
・第 1 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 2 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用していじめと就学義務
について学ぶ。（60 分） 

【第 3 回】 
・いじめ 
・就学義務 
・第 2 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 3 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して児童虐待と特別支
援教育について学ぶ。（60 分） 

【第 4 回】 
・児童虐待 
・特別支援教育 
・第 3 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 4 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教員の服務につい
て学ぶ。（60 分） 

【第 5 回】 ・教員の服務 
・第 4 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 5 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して分限処分、著作権
について学ぶ。（60 分） 

【第 6 回】 
・分限処分 
・著作権 
・第 5 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 6 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育課程の基準、
教科書等の使用について学ぶ。（60 分） 

【第 7 回】 
・教育課程の基準 
・教科書等の使用 
・第 6 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 7 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校安全、学校事
故について学ぶ。（60 分） 

【第 8 回】 
・学校安全 
・学校事故 
・第 7 回のふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 8 回の復
習を行う。（180 分） 
○復習：配付資料に基づいて、初回から第 8
回の総復習を行い、中間確認試験に備える。
（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校組織について
学ぶ。（60 分） 
 

【第 9 回】 
・中間確認試験 
・学校組織 
・第 8 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 9 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校評価と情報公
開、開かれた学校について学ぶ。（60 分） 

【第 10 回】 
・学校評価と情報公開 
・開かれた学校 
・第 9 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 10 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育の市場化につ
いて学ぶ。（60 分） 

【第 11 回】 
・教育の市場化 
・第 10 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 11 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育行政制度につ



いて学ぶ。（60 分） 

【第 12 回】 
・教育行政制度 
・第 11 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 12 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育制度の基本原
理について学ぶ。（60 分） 

【第 13 回】 
・教育制度の基本原理 
・第 12 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 13 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校体系について
学ぶ。（60 分） 

【第 14 回】 ・学校体系 
○復習：配付資料や参考書に基づいて、これ
までの復習を行い、総括試験に備える。
（300 分） 

【第 15 回】 ・教育制度のまとめ（総括試験と講評） ○これまでの総復習（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU205-
M51 

2.科目名 教育課程論 (教職 2 年) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 
自由科目 
（教職） 

6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 教職課程の履修登録をする必要がある。 

17.授業の目的と概要 
学習指導要領を基準として各学校において編成される教育課程について、その意義や編成の
方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うこと
の意義を理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）教育課程の意義：学校教育において教育課程が有する役割や機能、並びに意義を理解
する。 
(1-1)学習指導要領の性格及び位置づけ並びに教育課程編成の目的を理解している。 
(1-2)学習指導要領の改訂の変遷及び主な改訂内容並びにその社会的背景を理解している。 
(1-3)教育課程が社会において果たしている役割や機能を理解している。 
（２）教育課程の編成の方法：教育課程編成の基本原理、並びに学校の教育実践に即した教
育課程編成の方法を理解する。 
 (2-1)教育課程編成の基本原理を理解している。 
 (2-2)教 

19.教科書・教材 
文部科学省「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総則編」 
(平成 30 年 3 月 東山書房 ISBN978-4-8278-1559-7) 
（※高校編は当面、文部科学省 HP 等を参照） 

20.参考文献 学習指導要領の本編、その他、文部科学省のホームページからダウンロード可。 

21.成績評価 

中間試験（関連法規と学習指導要領の内容、学習指導要領の変遷） 40％ 
総合的な学習の時間に関する学習計画の発表 20％ 
期末レポート（映像による授業実践例の分析） 40％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
教育課程編成の基本原理１（PDCA サイクル論をベー
スにしつつ、計画の前提として目的や目標の設定が重
要であることを理解する） 

教育基本法と学校教育法の復習 (1-2h) 

 
教育課程編成の基本原理２（系統主義と経験主義の二
つの考え方を理解する） 

 

 

学習指導要領の性格と位置づけ、教育課程編成の目的
を理解する 
(新学習指導要領のポイントを確認する) 
 

学習指導要領の記述に関する予習復習(1-2h) 

 
学習指導要領の変遷と現代史の大きな流れ１（第二次
大戦前後から昭和 20 年代まで。戦後復興期と新学校

 



教育体系の確立期） 

 
学習指導要領の変遷と現代史の大きな流れ２（昭和
30 年代から 50 年代。高度経済成⻑と教育内容の現代
化） 

 

 
学習指導要領の変遷と現代史の大きな流れ３（昭和
50 年代から平成へ。経済の低成⻑・安定期、ゆとり
教育と週五日制、学力低下論争） 

 

 

学習指導要領の変遷と現代史の大きな流れ４（現在か
ら未来へ。急激な社会変化と脱ゆとり路線、能力観の
再構築と現代的な課題。教育課程が社会において果た
している役割や機能を理解する） 

 

 
中間試験（学習指導要領の要点に関する基礎知識を問
う） 

 

 

中学校の時間割編成（シミュレーション・グループワ
ーク。標準授業時数の考え方、教科の配列に関する配
慮事項についての要点を理解する） 
小学校の標準授業時数等についても合わせて理解す
る。 
 

 

 

授業計画の立て方(年間授業計画、単元設定、評価の
観点、単元ごとの指導案作成、基本的な指導案の構造
について理解し、実例も参考にしながら、実際に指導
案を作成する) 

○◎総合的な学習の時間に関する授業計画を
立てる 

 
高等学校の教科科目構成、必履修要件について。自分
の経験も材料にして討論し、選択パターンの多様性に
ついて考える。 

 

 

総合的な学習の時間を想定した授業計画を発表する
（第 10 回で分析した実例も参考にして、単元・学
期・学年をまたいだ⻑期的視野から、生徒や学校、地
域の実態を踏めた教育課程や指導計画を検討すること
の重要性を理解する） 

 

 第 12 回の続き  

 
カリキュラム・マネジメントとは何か（その意義と重
要性を理解する） 

 

 
カリキュラム評価とは何か（その基本的な考え方を理
解する） 
期末レポート作成のための授業風景動画の視聴を含む 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU205-
Y51 

2.科目名 教育課程論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鋒山泰弘 

5.授業科目の区分 教職資格科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義とグループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的 
教員免許取得に必須の学校の教育課程づくりの関する知識を得ることを目的とする。 
概要 
本講義では日本の小学校・中学校・高等学校における教育課程の制度と内容（学校で何を教
えるかについての制度と内容）について学び、児童・⻘年の発達課題に応える教育課程改革
のあり方について考察することを目的とする。受講生には、日本の学校の教育課程が直面し
ている諸課題について考えてもらうとともに、高校までの学習をふり返ってもらい、基礎的
な学力とは何かについても考える課題を与える（例えば、数学や国語に関する基本的問題を
解いてもらう）。以上のことによって日本の教育課程編成の方針と課題について理解し、そ
れをふまえて学校の教育課程編成についての自分の考えを深めることができるようにする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．学習指導要領にもとづく教育課程の考え方や編成の基本方針について説明できる。授業
内試験で評価。 
２．カリキュラムマネジメントを生かした教科等横断的な教育課程編成について実践例をふ
まえて構想できる。授業外レポートで評価。 
３．教育課程の成果としての生徒の学習評価の目的と方法について、説明できる。授業内成
果物で評価。 
 

19.教科書・教材 

文部科学省『中学校学習指導要領解説ー総則編ー』平成 29 年 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説ー総則編ー』平成 30 年 
文科省のホームページからダウンロードできる。 
 

20.参考文献 毎回の授業で適宜紹介する。 

21.成績評価 

１．学習指導要領などの基本資料から、教育課程編成の基本的知識を問うテスト問題を授業
で解いてもらう。正答率 80%以上を合格とする。 
2．教育課程の成果として生徒が何を学んだかを測定・評価するための方法として、どんな
テストや課題を作成するのか、授業でまとめてもらう。教育目標に照らして、適切なテス
ト・課題が考案されているどうか、評価基準が考えられているかどうかをみる。 
3．教科等横断的な教育課程編成に取り組んだ実践例を参考にして、自分が考えたテーマに
ついてのプランをまとめる。複数の教科・教科外の内容の関連付けが 

22.コメント 
この授業では、学生間のグループ討議や発表を求めるので、自分の意見を積極的に発言する
姿勢で参加してください。詳しくは初回授業で説明する。 

23.オフィスアワー 非常勤講師なので、授業の前後に教室や講師控室で質問など受け付ける。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１．教育課
程とは何
か？ 

・学習指導要領などにもとづき、教育課程編成を考え
るとは？どういうことか講義する。⻘年期の課題を例
に、学校でどこまで教えるのかについて議論する。 

・授業前に、学習指導要領を読んでおく。授
業後に議論を踏まえて、自分の意見をまとめ
る。 



２．学習指
導要領と教
育課程編成
の関係 

・性教育を例に、学習指導要領には何が書いてあるの
かを講義。学習指導要領に書かれていない内容は教え
られるのかを議論。 

・授業前に、学習指導要領を読んでおく。授
業後に議論を踏まえて、自分の意見をまとめ
る。 

３．学校で
教えてはい
けないこと
は何か？ 

・過去の実践例や裁判例をもとに、学校で教えること
をめぐって、どのような意見の違いがあったのかを講
義。争点に関して議論。講義とディスカッション 

・授業前に、裁判例を読んでおく。授業後に
議論を踏まえて、自分の意見をまとめる。 

４．「教育課
程」とテス
ト・評価ー
教育の成果
はどのよう
に測られる
か？− 

・全国学力・学習状況調査などの問題をグループワー
クで解き、新しい学習指導要領が求める育成を目指す
資質・能力をいかに測定・評価するかについて講義。 

・授業前に、全国学力テストの問題を読んで
おく。授業後に自分の意見をまとめる。 

５．「教育課
程」とテス
ト・評価ー
中間テス
ト・期末テ
ストは絶対
に中学校で
しなくては
ならない
か？− 

・学校の定期テストの方法と内容が生徒の学習におよ
ぼしている影響について講義。定期テストを廃止した
学校の例をもとにディスカッション 

・授業前に、定期テストを廃止した学校の資
料を読んでおく。授業後に自分の意見をまと
める。 

６．学習の
目的意識を
育成するこ
とと教育課
程編成の課
題 

・学習の目的と教材の学習目標にはどのような関係が
あるのか、学習指導要領と教科書をもとに講義。教科
書の例をもとにディスカッション。 

・授業前に、検定教科書の資料を読んでお
く。授業後に自分の意見をまとめる。 

７．教科等
横断的な視
点で教育課
程編成を考
える 

・学習指導要領に教科等横断的な視点による教育課程
編成についてどのように書かれているのかを講義。防
災教育の事例をもとにグループワーク。 

・授業前に、教科等横断的な視点についての
資料を読んでおく。授業後に自分の意見をま
とめる。 

８．教科等
横断的な視
点で現代の
諸課題に応
える教育課
程編成〜生
徒指導の観
点から〜 

・生徒指導の観点から教科等横断的な視点による教育
課程編成の課題について講義。「荒れる生徒」の事例
をもとにディスカッション 

・授業前に、生徒指導関係の資料を読んでお
く。授業後に自分の意見をまとめる。 

９．教科等
横断的な視
点で現代の
諸課題に応

・主権者教育の観点から教科等横断的な視点による教
育課程編成の課題について講義。主権者教育の事例を
もとにディスカッション 

・授業前に、主権者教育関係の資料を読んで
おく。授業後に自分の意見をまとめる。 



える教育課
程編成〜主
権者教育の
観点から〜 
１０．教科
等横断的な
視点で現代
の諸課題に
応える教育
課程編成〜
ジェンダー
教育の観点
から〜 

・ジェンダー教育の観点から教科等横断的な視点によ
る教育課程編成の課題について講義。ジェンダー教育
の事例をもとにディスカッション 

・授業前に、ジェンダー教育関係の資料を読
んでおく。授業後に自分の意見をまとめる。 

１１．高校
教育の改革
と教育課程
編成 

・新学習指導要領にもとづく、高校の教科・科目の変
化について講義。新しい科目の特徴を整理するグルー
プワークとプレゼン。 

・授業前に、高校教育改革の資料を読んでお
く。授業後に自分の意見をまとめる。 

１２．高校
でのカリキ
ュラムマネ
ジメントの
課題 

・カリキュラムマネジメントに取り組んだ実践例をも
とに講義。1 つのテーマをもとにカリキュラムマネジ
メントを構想するグループワークとプレゼン 

・授業前に、カリキュラムマネジメントの資
料を読んでおく。授業後に自分の考えをまと
める。 

１３．高大
接続の課題
と教育課程
編成 

・大学教育改革、大学入試改革との関係で、高校の教
育課程編成に求められる課題について講義。最近の入
試問題を解く、グループワークとプレゼン。 

・授業前に、入試改革の資料を読んでおく。
授業後に自分の考えをまとめる。 

１４．教科
等横断的な
視点で現代
の諸課題に
応える教育
課程編成を
考える〜レ
ポート作成
の方法 

・「教科等横断的な視点で現代の諸課題に応える教育
課程編成を考える」というテーマについて調べるため
の方法についての講義。各自のテーマをグループワー
クで交流。 

・授業前に、自分の選んだテーマについて問
題意識が語れるように準備。授業後にグルー
プワークをもとに、自分の考えをまとめる。 

１５．教科
等横断的な
視点で現代
の諸課題に
応える教育
課程編成を
考える〜レ
ポートの下
書きの発表
と交流 

・レポート作成に関する質問への回答を講義。グルー
プワークで各自の下書きをプレゼンし、交流。 

・授業前にレポートの下書きを準備する。授
業後に書き直す。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU206-
M51 

2.科目名 教育方法論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 高校(英語) 高校(公⺠)  
中学(英語) 中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、これからの社会を担う?供たちに求められる資質・能?を育成するために必要
な、教育の効果・効率を高めるためのさまざまな手法や授業設計の考え方のほか、コンピュ
ータやインターネットなどの ICT を教育において効果的に活用する方法を学びます。将来の
授業運営に活きる知識とスキルを身につけます。 
＜わたしが「教えたか？」よりも、子どもたちが「学んだか？」＞という観点に重点を置い
た、教育の方法や技術について学びましょう。 
授業においては、授業設計の活動などでは、進捗管理や相互レビューなどでグループやペア
学習を行います。また、各回の作業では、WebClass をはじめとした ICT ツールを活用する
ことで利用効果を実際に経験します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
① 子どもが身につけるべき資質・能力とは何かを説明できる。 
② 教育?法の基本原理に基づいた授業設計手法を適用した授業設計を作成できる。 
③ 学びを支援する指導技術に基づいた学習指導案を授業設計に盛り込むことができ
る。 
④ 授業設計や指導方略において、必要に応じて適切な ICT 活用を盛り込むことがで
きる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（1）自律性（3）多様性理解（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）
専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材 
『教育の?法と技術〜主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン』
稲垣 忠 著，北?路書房，2019 年 

20.参考文献 

『ICT 活用の理論と実践−DX 時代の教師をめざして』稲垣忠・佐藤和紀編著，北大路書
房，2021 年 
『情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術』堀田龍也・佐藤和紀，三省堂，
2019 年 
その他、授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。すべての課題を実施・提出したうえで合計 60 点以上で
合格となります。 
（1）オンライン小テスト （学習目標１・2・3・4 に対応）20% 
 →各小テストは、満点で合格です。（何度でも受験可） 
 →実施時期は、授業の中で指示します。 
（2）中課題：学習課題分析図 （学習目標２に対応）25%   
（3）小課題（１）：学習指導計画案（学習目標３に対応）10%  
（4）小課題（２）：ICT 活用授業案（学習目標４に対応）10% 
（5）最終課題：学習指導案検討シート （学習目標１・２・３ 



22.コメント 
・各回の授業で提示される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄
に記載しています。（個人差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定し
ています。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日昼休み 
※オフィスアワーの時間以外でも、質問等があれば随時問い合わせてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

・本科目の授業デザインについて解説 
・これからの子どもたちに育みたい資質 能力（情報
活用能力を含む）について（第 1 章） 

[予習] シラバスと教科書第 1 章を読む 
[復習] 子どもたちに育みたい資質・能力に
ついて、自分の意見をまとめる 
 

第 2 回 
 

・教師に求められる授業力とは（第 2 章） 
・授業の魅力を高める ICT の活用（第 12 章） 
 →教育における先端技術の活用について 
 ・主体的学びの促進 
 ・個別最適学習や共同学習を実現するための ICT
活用の意義 
 ・学習ログの活用や情報セキュリティの重要性 
 

[予習] 第 2・12 章を精読／理想の教師像に
ついて自分の意見をまとめる 
[復習] 教師を目指す上で重要と考える点を
まとめる 
 

第 3 回 
 

授業デザインの基本形について学ぶ（第 3・4 章） 
 ・メーガー 3 つの質問 
 ・ガニェ 9 教授事象 など 
 

[予習] 第 3・4 章を精読 
[復習] 授業企画案を作成する 

第 4 回 
 

・授業企画を書き出してみる ←受講者間で相互レビ
ュー 
・学習目標の分類（第 4 章） 
 

[予習] 自分の体験で印象に残っている「よ
い授業」を書き出す 
[復習] 授業企画案を完成して提出 
 

第 5 回 
 

・学習目標の構造化と系列化 
・学習課題分析図の作成方法（第 9 章） 

[予習] 第 9 章を精読／学習目標の分類につ
いての知識をまとめてみる 
[復習] 自分の授業企画案の学習目標につい
て分類を確認し、必要に応じて修正する 
 

第 6 回 
 

学習課題分析図を作成する（第 9 章） ←受講者間
で相互レビュー 

[予習] 課題分析図の種類・構成についてま
とめてみる 
[復習] 自分の授業企画案に基づいた課題分
析図を描いてみる 
◆中課題：課題分析図を WebClass から提
出 
 

第 7 回 
 

評価方法：学習目標と適切に対応させる（第 11 章） 

[予習] 第 11 章を精読する／授業企画案の
学習目標に対応する評価方法を検討する 
[復習] 授業企画案の学習目標に対応する評
価方法を修正する。 
 

第 8 回 
 

 
・学習環境について 
・デジタルコンテンツの役割について  
 ・教室内外の対話・協働を支える ICT の活用につ

[予習] 第 5・6 章を精読する 
[復習] 授業企画書の指導案を検討する 
 



いて（特別な支援を必要とする学習者への対応を含
む） 
 ・学習指導法（発問などについて） など 
 

第 9 回 
 

・主体的な学習活動について（ケラーARCS モデル）
（第 10 章） 
・ICT による学びの保障（学習率：キャロル 時間モ
デル）（第 7 章） 
 ・オンライン授業の意義と活用方法について 
 

[予習] 第 7・10 章を精読する 
[復習] 授業企画案の指導方法をブラッシュ
アップする 
◆小課題（1）：学習指導計画案「単元・各
回の授業検討ワークシート」を WebClass
から提出 

第 10 回 
 

・ICT の使い方を教える 
・情報モラル・セキュリティ教育の重要性について
（第 13 章） 
・これからの学校・教師の役割について（第 14 章） 
 ・大学との連携等による外部の教育リソースの活用
について 
 

[予習] 第 13・14 章を精読する 
[復習] ICT を活用した授業案を検討する 
◆小課題（2）：ICT 活用授業案を WebClass
から提出 

第 11 回 
 

・ICT を使った授業を考えてみる 
・学校の ICT 環境の整備について 
・ICT 環境や効果的な ICT 活用の事例を参照 
・ICT を活用した指導方法の修練 
 

[予習] ICT を活用した授業について事例を
調べる 
[復習] 授業企画案の ICT 活用案をブラッシ
ュアップする 

第 12 回 
 

・探究する学習のための授業設計について 
・学習指導案のための授業デザインワークシートの作
成方法（第 8 章） 
・各回の授業内容検討シートの作成（ICT 活用の適用
検討を含む） 
 

[予習] 第 8 章を精読する／学習指導案を作
成開始する 
[復習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを作成する 
 

第 13 回 
 

・情報活用能力のカリキュラムマネジメント 
・校務における ICT 活用について 
・学習課題分析図の最終版を完成 ←受講者間で相互
レビュー 
 

[予習] 中課題で提出した課題分析図を見直
す 
[復習] 課題分析図をブラッシュアップする 

第 14 回 
 

・最終課題「学習指導案のための授業デザイン」の完
成 
・授業デザイン案（最終課題の学修成果）をグループ
内共有→相互レビュー 
・Q&A 
 

[予習] [復習]  これまでに学んだことを活
かして学習指導案のための授業デザインワー
クシートをブラッシュアップする。 

第 15 回 
 

・学んだ事項の総括 
・授業後に実践できるものとなることを目指したふり
かえり 

[予習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを完成する 
◆最終課題：学習指導案のための授業デザイ
ンワークシートを WebClass から提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU206-
Y51 

2.科目名 教育方法論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 高校(英語) 高校(公⺠)  
中学(英語) 中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、これからの社会を担う?供たちに求められる資質・能?を育成するために必要
な、教育の効果・効率を高めるためのさまざまな手法や授業設計の考え方のほか、コンピュ
ータやインターネットなどの ICT を教育において効果的に活用する方法を学びます。将来の
授業運営に活きる知識とスキルを身につけます。 
＜わたしが「教えたか？」よりも、子どもたちが「学んだか？」＞という観点に重点を置い
た、教育の方法や技術について学びましょう。 
授業においては、授業設計の活動などでは、進捗管理や相互レビューなどでグループやペア
学習を行います。また、各回の作業では、WebClass をはじめとした ICT ツールを活用する
ことで利用効果を実際に経験します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
① 子どもが身につけるべき資質・能力とは何かを説明できる。 
② 教育?法の基本原理に基づいた授業設計手法を適用した授業設計を作成できる。 
③ 学びを支援する指導技術に基づいた学習指導案を授業設計に盛り込むことができ
る。 
④ 授業設計や指導方略において、必要に応じて適切な ICT 活用を盛り込むことがで
きる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（1）自律性（3）多様性理解（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）
専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材 
『教育の?法と技術〜主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン』
稲垣 忠 著，北?路書房，2019 年 

20.参考文献 

『ICT 活用の理論と実践−DX 時代の教師をめざして』稲垣忠・佐藤和紀編著，北大路書
房，2021 年 
『情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術』堀田龍也・佐藤和紀，三省堂，
2019 年 
その他、授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。すべての課題を実施・提出したうえで合計 60 点以上で
合格となります。 
（1）オンライン小テスト （学習目標１・2・3・4 に対応）20% 
 →各小テストは、満点で合格です。（何度でも受験可） 
 →実施時期は、授業の中で指示します。 
（2）中課題：学習課題分析図 （学習目標２に対応）25%   
（3）小課題（１）：学習指導計画案（学習目標３に対応）10%  
（4）小課題（２）：ICT 活用授業案（学習目標４に対応）10% 
（5）最終課題：学習指導案検討シート （学習目標１・２・３ 



22.コメント 
・各回の授業で提示される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄
に記載しています。（個人差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定し
ています。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日昼休み 
※オフィスアワーの時間以外でも、質問等があれば随時問い合わせてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

・本科目の授業デザインについて解説 
・これからの子どもたちに育みたい資質 能力（情報
活用能力を含む）について（第 1 章） 

[予習] シラバスと教科書第 1 章を読む 
[復習] 子どもたちに育みたい資質・能力に
ついて、自分の意見をまとめる 
 

第 2 回 
 

・教師に求められる授業力とは（第 2 章） 
・授業の魅力を高める ICT の活用（第 12 章） 
 →教育における先端技術の活用について 
 ・主体的学びの促進 
 ・個別最適学習や共同学習を実現するための ICT
活用の意義 
 ・学習ログの活用や情報セキュリティの重要性 
 

[予習] 第 2・12 章を精読／理想の教師像に
ついて自分の意見をまとめる 
[復習] 教師を目指す上で重要と考える点を
まとめる 
 

第 3 回 
 

授業デザインの基本形について学ぶ（第 3・4 章） 
 ・メーガー 3 つの質問 
 ・ガニェ 9 教授事象 など 
 

[予習] 第 3・4 章を精読 
[復習] 授業企画案を作成する 

第 4 回 
 

・授業企画を書き出してみる ←受講者間で相互レビ
ュー 
・学習目標の分類（第 4 章） 
 

[予習] 自分の体験で印象に残っている「よ
い授業」を書き出す 
[復習] 授業企画案を完成して提出 
 

第 5 回 
 

・学習目標の構造化と系列化 
・学習課題分析図の作成方法（第 9 章） 

[予習] 第 9 章を精読／学習目標の分類につ
いての知識をまとめてみる 
[復習] 自分の授業企画案の学習目標につい
て分類を確認し、必要に応じて修正する 
 

第 6 回 
 

学習課題分析図を作成する（第 9 章） ←受講者間
で相互レビュー 

[予習] 課題分析図の種類・構成についてま
とめてみる 
[復習] 自分の授業企画案に基づいた課題分
析図を描いてみる 
◆中課題：課題分析図を WebClass から提
出 
 

第 7 回 
 

評価方法：学習目標と適切に対応させる（第 11 章） 

[予習] 第 11 章を精読する／授業企画案の
学習目標に対応する評価方法を検討する 
[復習] 授業企画案の学習目標に対応する評
価方法を修正する。 
 

第 8 回 
 

 
・学習環境について 
・デジタルコンテンツの役割について  
 ・教室内外の対話・協働を支える ICT の活用につ

[予習] 第 5・6 章を精読する 
[復習] 授業企画書の指導案を検討する 
 



いて（特別な支援を必要とする学習者への対応を含
む） 
 ・学習指導法（発問などについて） など 
 

第 9 回 
 

・主体的な学習活動について（ケラーARCS モデル）
（第 10 章） 
・ICT による学びの保障（学習率：キャロル 時間モ
デル）（第 7 章） 
 ・オンライン授業の意義と活用方法について 
 

[予習] 第 7・10 章を精読する 
[復習] 授業企画案の指導方法をブラッシュ
アップする 
◆小課題（1）：学習指導計画案「単元・各
回の授業検討ワークシート」を WebClass
から提出 

第 10 回 
 

・ICT の使い方を教える 
・情報モラル・セキュリティ教育の重要性について
（第 13 章） 
・これからの学校・教師の役割について（第 14 章） 
 ・大学との連携等による外部の教育リソースの活用
について 
 

[予習] 第 13・14 章を精読する 
[復習] ICT を活用した授業案を検討する 
◆小課題（2）：ICT 活用授業案を WebClass
から提出 

第 11 回 
 

・ICT を使った授業を考えてみる 
・学校の ICT 環境の整備について 
・ICT 環境や効果的な ICT 活用の事例を参照 
・ICT を活用した指導方法の修練 
 

[予習] ICT を活用した授業について事例を
調べる 
[復習] 授業企画案の ICT 活用案をブラッシ
ュアップする 

第 12 回 
 

・探究する学習のための授業設計について 
・学習指導案のための授業デザインワークシートの作
成方法（第 8 章） 
・各回の授業内容検討シートの作成（ICT 活用の適用
検討を含む） 
 

[予習] 第 8 章を精読する／学習指導案を作
成開始する 
[復習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを作成する 
 

第 13 回 
 

・情報活用能力のカリキュラムマネジメント 
・校務における ICT 活用について 
・学習課題分析図の最終版を完成 ←受講者間で相互
レビュー 
 

[予習] 中課題で提出した課題分析図を見直
す 
[復習] 課題分析図をブラッシュアップする 

第 14 回 
 

・最終課題「学習指導案のための授業デザイン」の完
成 
・授業デザイン案（最終課題の学修成果）をグループ
内共有→相互レビュー 
・Q&A 
 

[予習] [復習]  これまでに学んだことを活
かして学習指導案のための授業デザインワー
クシートをブラッシュアップする。 

第 15 回 
 

・学んだ事項の総括 
・授業後に実践できるものとなることを目指したふり
かえり 

[予習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを完成する 
◆最終課題：学習指導案のための授業デザイ
ンワークシートを WebClass から提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU206-
m51 

2.科目名 教育方法論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 高校(英語) 高校(公⺠)  
中学(英語) 中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、これからの社会を担う?供たちに求められる資質・能?を育成するために必要
な、教育の効果・効率を高めるためのさまざまな手法や授業設計の考え方のほか、コンピュ
ータやインターネットなどの ICT を教育において効果的に活用する方法を学びます。将来の
授業運営に活きる知識とスキルを身につけます。 
＜わたしが「教えたか？」よりも、子どもたちが「学んだか？」＞という観点に重点を置い
た、教育の方法や技術について学びましょう。 
授業においては、授業設計の活動などでは、進捗管理や相互レビューなどでグループやペア
学習を行います。また、各回の作業では、WebClass をはじめとした ICT ツールを活用する
ことで利用効果を実際に経験します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
① 子どもが身につけるべき資質・能力とは何かを説明できる。 
② 教育?法の基本原理に基づいた授業設計手法を適用した授業設計を作成できる。 
③ 学びを支援する指導技術に基づいた学習指導案を授業設計に盛り込むことができ
る。 
④ 授業設計や指導方略において、必要に応じて適切な ICT 活用を盛り込むことがで
きる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（1）自律性（3）多様性理解（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）
専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材 
『教育の?法と技術〜主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン』
稲垣 忠 著，北?路書房，2019 年 

20.参考文献 

『ICT 活用の理論と実践−DX 時代の教師をめざして』稲垣忠・佐藤和紀編著，北大路書
房，2021 年 
『情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術』堀田龍也・佐藤和紀，三省堂，
2019 年 
その他、授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。すべての課題を実施・提出したうえで合計 60 点以上で
合格となります。 
（1）オンライン小テスト （学習目標１・2・3・4 に対応）20% 
 →各小テストは、満点で合格です。（何度でも受験可） 
 →実施時期は、授業の中で指示します。 
（2）中課題：学習課題分析図 （学習目標２に対応）25%   
（3）小課題（１）：学習指導計画案（学習目標３に対応）10%  
（4）小課題（２）：ICT 活用授業案（学習目標４に対応）10% 
（5）最終課題：学習指導案検討シート （学習目標１・２・３ 



22.コメント 
・各回の授業で提示される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄
に記載しています。（個人差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定し
ています。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日昼休み 
※オフィスアワーの時間以外でも、質問等があれば随時問い合わせてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

・本科目の授業デザインについて解説 
・これからの子どもたちに育みたい資質 能力（情報
活用能力を含む）について（第 1 章） 

[予習] シラバスと教科書第 1 章を読む 
[復習] 子どもたちに育みたい資質・能力に
ついて、自分の意見をまとめる 
 

第 2 回 
 

・教師に求められる授業力とは（第 2 章） 
・授業の魅力を高める ICT の活用（第 12 章） 
 →教育における先端技術の活用について 
 ・主体的学びの促進 
 ・個別最適学習や共同学習を実現するための ICT
活用の意義 
 ・学習ログの活用や情報セキュリティの重要性 
 

[予習] 第 2・12 章を精読／理想の教師像に
ついて自分の意見をまとめる 
[復習] 教師を目指す上で重要と考える点を
まとめる 
 

第 3 回 
 

授業デザインの基本形について学ぶ（第 3・4 章） 
 ・メーガー 3 つの質問 
 ・ガニェ 9 教授事象 など 
 

[予習] 第 3・4 章を精読 
[復習] 授業企画案を作成する 

第 4 回 
 

・授業企画を書き出してみる ←受講者間で相互レビ
ュー 
・学習目標の分類（第 4 章） 
 

[予習] 自分の体験で印象に残っている「よ
い授業」を書き出す 
[復習] 授業企画案を完成して提出 
 

第 5 回 
 

・学習目標の構造化と系列化 
・学習課題分析図の作成方法（第 9 章） 

[予習] 第 9 章を精読／学習目標の分類につ
いての知識をまとめてみる 
[復習] 自分の授業企画案の学習目標につい
て分類を確認し、必要に応じて修正する 
 

第 6 回 
 

学習課題分析図を作成する（第 9 章） ←受講者間
で相互レビュー 

[予習] 課題分析図の種類・構成についてま
とめてみる 
[復習] 自分の授業企画案に基づいた課題分
析図を描いてみる 
◆中課題：課題分析図を WebClass から提
出 
 

第 7 回 
 

評価方法：学習目標と適切に対応させる（第 11 章） 

[予習] 第 11 章を精読する／授業企画案の
学習目標に対応する評価方法を検討する 
[復習] 授業企画案の学習目標に対応する評
価方法を修正する。 
 

第 8 回 
 

 
・学習環境について 
・デジタルコンテンツの役割について  
 ・教室内外の対話・協働を支える ICT の活用につ

[予習] 第 5・6 章を精読する 
[復習] 授業企画書の指導案を検討する 
 



いて（特別な支援を必要とする学習者への対応を含
む） 
 ・学習指導法（発問などについて） など 
 

第 9 回 
 

・主体的な学習活動について（ケラーARCS モデル）
（第 10 章） 
・ICT による学びの保障（学習率：キャロル 時間モ
デル）（第 7 章） 
 ・オンライン授業の意義と活用方法について 
 

[予習] 第 7・10 章を精読する 
[復習] 授業企画案の指導方法をブラッシュ
アップする 
◆小課題（1）：学習指導計画案「単元・各
回の授業検討ワークシート」を WebClass
から提出 

第 10 回 
 

・ICT の使い方を教える 
・情報モラル・セキュリティ教育の重要性について
（第 13 章） 
・これからの学校・教師の役割について（第 14 章） 
 ・大学との連携等による外部の教育リソースの活用
について 
 

[予習] 第 13・14 章を精読する 
[復習] ICT を活用した授業案を検討する 
◆小課題（2）：ICT 活用授業案を WebClass
から提出 

第 11 回 
 

・ICT を使った授業を考えてみる 
・学校の ICT 環境の整備について 
・ICT 環境や効果的な ICT 活用の事例を参照 
・ICT を活用した指導方法の修練 
 

[予習] ICT を活用した授業について事例を
調べる 
[復習] 授業企画案の ICT 活用案をブラッシ
ュアップする 

第 12 回 
 

・探究する学習のための授業設計について 
・学習指導案のための授業デザインワークシートの作
成方法（第 8 章） 
・各回の授業内容検討シートの作成（ICT 活用の適用
検討を含む） 
 

[予習] 第 8 章を精読する／学習指導案を作
成開始する 
[復習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを作成する 
 

第 13 回 
 

・情報活用能力のカリキュラムマネジメント 
・校務における ICT 活用について 
・学習課題分析図の最終版を完成 ←受講者間で相互
レビュー 
 

[予習] 中課題で提出した課題分析図を見直
す 
[復習] 課題分析図をブラッシュアップする 

第 14 回 
 

・最終課題「学習指導案のための授業デザイン」の完
成 
・授業デザイン案（最終課題の学修成果）をグループ
内共有→相互レビュー 
・Q&A 
 

[予習] [復習]  これまでに学んだことを活
かして学習指導案のための授業デザインワー
クシートをブラッシュアップする。 

第 15 回 
 

・学んだ事項の総括 
・授業後に実践できるものとなることを目指したふり
かえり 

[予習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを完成する 
◆最終課題：学習指導案のための授業デザイ
ンワークシートを WebClass から提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED205-
A52 

2.科目名 
保育内容・人間関係 (教育･保育 A)(教育専修
コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤井和子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
保育内容の指導法（情
報機器及び教材の活用
を含む。） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種 幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 単独 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
（１）幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「人間関係」のねらい及
び内容を理解する。 
（２）幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「人間関係」に関わる具体的な指導場面を想
定した保育を構想する方法を身に付ける。 
【概要】 
幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育実
践とを関連させ「人とかかわりあう力」を豊かにする保育、保育者の役割やその指導法への
理解を深める。その上で、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学びを実現する保
育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。情報機器及び教材の活用法を理解し、保
育の実践力を高めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①自律性（レベル２：やらなければならないことを、計画を?てて最後までやり遂げること
ができる） 
②多様性理解（レベル２：?分とは異なる価値観や考え?を持つ?々の社会的・?化的背景を理
解し違いがあることを受け容れることができる） 
③)問題発見・解決力（レベル２：根拠を?しつつ意?や判断を?すことができる） 
④コミュニケションスキル（レベル２：多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を集
め、要点を整理できる） 
⑤) 専門的知識・技能 の活用力（レベル２：専?基礎知識・技能を相互に関連づけ、その概
念を 
使って学ん 

19.教科書・教材 幼稚園教育要領解説 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 
21.成績評価 レポート等課題提出 40％ 総括試験 60％ 

22.コメント 
人は、一人で生きていくのではなく支え合って生きていきます。乳幼児期から集団生活に必
要な人と関わる力をどのように身に付けていくのか。そのための保育者の援助について考え
ていきます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション。本授業の目的と講義概要。 
・目標とするベンチマークの説明。評価の基準説明。 
・自分自身の人間関係の育ちについて 
 

幼稚園教育要領解説 

第 2 回 
幼稚園教育要領における領域「人間関係」の全体像を
つかむ。 

教室外学習（60 分） 
幼稚園教育要領解説 



・ねらい、内容、内容の取扱いについて 
・愛着の形成についてグループで話し合う。 

ｐ354ｐ355p357p361p362 を復習 
 

第 3 回 
教師との信頼関係と園生活における安定感を形成する
援助の在り方について 

教室外学習 
P182P183 の復習 

第 4 回 

自立心を育む援助について 
事例に基づいて自立から自律に向かう子どもの姿を考
える 
事例についてグループで話し合う 

教室外学習 
幼稚園教育要領 p168〜ｐ172 を復習 

第 5 回 

友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他
の気持ちに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む
援助の在り方について 
保育場面の映像を活用して援助のあり方について考え
る。 
映像を見て感想をグループで話し合う。 

教師外学修（60 分） 
幼稚園教育要領ｐ173ｐ174 復習 
自己調整力（社会情動的スキル）について復
習 

第 6 回 

きまりをめぐる様々な幼児の葛藤と援助。ルールのあ
る遊びと援助について 
きまり・ルールとは何か。きまりとルールの必要性に
ついてグループ話し合い考える 

教室外学修（60 分） 
幼稚園教育要領解説ｐ177ｐ178ｐ179ｐ180
を復習 

第 7 回 

協同的な遊びのなかで育ち合う協同的な保育の展開を
考える。 
協同的な遊びとは何かを３歳児が遊ぶ姿から６歳児の
遊ぶ姿を通して考える。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ175ｐ17ｐ176 を復習 

第 8 回 
個と集団について考える。 
個とは何か。人として育つ過程における集団の役目に
ついて考え、個と集団の関係性を考える。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ184ｐ185 を復習 

第 9 回 

多様な人、多様な子どもとの関わりの中で豊かに生き
る子どもへ 
多種多様とはどのようなことか。多種多様の社会で生
きてる子どもにとって必要な人間関係力を考える。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ13ｐ14ｐ15ｐ16ｐ17
を復習 
 

第 10 回 

幼児にとって意味のある行事のねらいと活動内容を考
える。 
幼稚園で行われている行事と人間関係のつながりにつ
いて考える。 

教室外学修（60 分） 
行事の指導案を考える 

第 11 回 
幼小の交流活動を考える。 
幼稚園から小学校への移行と幼小連携の必要性につい
て考える。 

教室外学修 
交流活動と連携の違いについて 
ｐ90ｐ91ｐ92ｐ93 を復習 

第 12 回 
小学校での生活や学習で生かされる力について 
幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿から考え
る。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ56〜ｐ63 の復習 

第 13 回 
地域の中の幼稚園について 
地域の中で育つことについて考える。 
 

教室外学修 
幼稚園教育要領ｐ181ｐ191 を復習 
 

第 14 回 総括試験（まとめの授業＋試験（60 分） 

総括試験 
持ち込みは不許可。 
（ただし、教科書、授業内の配布資料のみ許
可） 

第 15 回 総括試験の答案返却。内容解説  



領域「人間関係」をめぐる現代的諸問題 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED205-
A53 

2.科目名 
保育内容・人間関係 (教育･保育 B)(福祉･保
育コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤井和子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
保育内容の指導法（情
報機器及び教材の活用
を含む。） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種  幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 単独 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
（１）幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「人間関係」のねらい及
び内容を理解する。 
（２）幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「人間関係」に関わる具体的な指導場面を想
定した保育を構想する方法を身に付ける。 
【概要】 
幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育実
践とを関連させ「人とかかわりあう力」を豊かにする保育、保育者の役割やその指導法への
理解を深める。その上で、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学びを実現する保
育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。情報機器及び教材の活用法を理解し、保
育の実践力を高めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①自律性（レベル２：やらなければならないことを、計画を?てて最後までやり遂げること
ができる） 
②多様性理解（レベル２：?分とは異なる価値観や考え?を持つ?々の社会的・?化的背景を理
解し違いがあることを受け容れることができる） 
③)問題発見・解決力（レベル２：根拠を?しつつ意?や判断を?すことができる） 
④コミュニケションスキル（レベル２：多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を集
め、要点を整理できる） 
⑤) 専門的知識・技能 の活用力（レベル２：専?基礎知識・技能を相互に関連づけ、その概
念を 
使って学ん 

19.教科書・教材 幼稚園教育要領解説 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 
21.成績評価 レポート等課題提出 40％ 総括試験 60％ 

22.コメント 
人は、一人で生きていくのではなく支え合って生きていきます。乳幼児期から集団生活に必
要な人と関わる力をどのように身に付けていくのか。そのための保育者の援助について考え
ていきます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション。本授業の目的と講義概要。 
・目標とするベンチマークの説明。評価の基準説明。 
・自分自身の人間関係の育ちについて 
 

幼稚園教育要領解説 

第２回 
幼稚園教育要領における領域「人間関係」の全体像を
つかむ。 

教室外学習（60 分） 
幼稚園教育要領解説 



・ねらい、内容、内容の取扱いについて 
・愛着の形成についてグループで話し合う。 

ｐ354ｐ355p357p361p362 を復習 

第３回 
教師との信頼関係と園生活における安定感を形成する
援助の在り方について 

教室外学習 
P182P183 の復習 

第４回 

自立心を育む援助について 
事例に基づいて自立から自律に向かう子どもの姿を考
える。 
事例についてグループで話し合う。 

教室外学習 
幼稚園教育要領 p168〜ｐ172 を復習 

第５回 

友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他
の気持ちに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む
援助の在り方について 
保育場面の映像を活用して援助のあり方について考え
る。 
映像を見て感想をグループで話し合う。 

教師外学修（60 分） 
幼稚園教育要領ｐ173ｐ174 復習 
自己調整力（社会情動的スキル）について復
習 

第６回 

きまりをめぐる様々な幼児の葛藤と援助。ルールのあ
る遊びと援助について 
きまり・ルールとは何か。きまりとルールの必要性に
ついてグループで話し合い考える。 

教室外学修（60 分） 
幼稚園教育要領解説ｐ177ｐ178ｐ179ｐ180
を復習 

第７回 

協同的な遊びのなかで育ち合う協同的な保育の展開を
考える。 
協同的な遊びとは何かを３歳児が遊ぶ姿から６歳児の
遊ぶ姿を通して考える。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ175ｐ17ｐ176 を復習 

第８回 
個と集団について考える。 
個とは何か。人として育つ過程における集団の役目に
ついて考え、個と集団の関係性を考える。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ184ｐ185 を復習 

第９回 

多様な人、多様な子どもとの関わりの中で豊かに生き
る子どもへ 
多種多様とはどのようなことか。多種多様の社会で生
きてる子どもにとって必要な人間関係力を考える。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ13ｐ14ｐ15ｐ16ｐ17
を復習 

第 10 回 

幼児にとって意味のある行事のねらいと活動内容を考
える。 
幼稚園で行われている行事と人間関係のつながりにつ
いて考える。 

教室外学修（60 分） 
行事の指導案を考える 

第 11 回 
幼小の交流活動を考える。 
幼稚園から小学校への移行と幼小連携の必要性につい
て考える。 

教室外学修 
交流活動と連携の違いについて 
ｐ90ｐ91ｐ92ｐ93 を復習   
 

第 12 回 
小学校での生活や学習で生かされる力について 
幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿から考え
る。 

教室外学修 
幼稚園教育要領解説ｐ56〜ｐ63 の復習 
ｐ90ｐ91ｐ92ｐ93 の復習 

第 13 回 
地域の中の幼稚園について 
地域の中で育つことについて考える。 
 

教室外学修 
幼稚園教育要領ｐ181ｐ191 を復習 

第 14 回 総括試験（まとめの授業＋試験（60 分） 

総括試験 
持ち込みは不許可。 
（ただし、教科書、授業内の配布資料のみ許
可） 



第 15 回 
総括試験の答案返却。内容解説 
領域「人間関係」をめぐる現代的諸問題 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED210-
A51 

2.科目名 保育者論 (教育･保育コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田しのぶ 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義とグループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、 
①保育者の役割と倫理について理解する。 
②保育士の制度的な位置づけを理解する。 
③保育士の専門性について考察し、理解する。 
④保育者の連携・協働について理解する。 
⑤保育者の資質向上とキャリア形成について理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

保育者の役割と倫理、職務内容を学ぶ 
・保育士の制度的位置づけを学ぶ 
・保育士の専門性について学ぶ 
・保育者の連携・協働について学ぶ 
・保育者の資質向上とキャリア形成について学ぶ 

19.教科書・教材 
平成 29 年告示「保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要
領」 
          発行チャイルド社 

20.参考文献 適宜授業で配布します 

21.成績評価 
課題レポート   20％ 
授業でのグループワーク プリント  20%  
期末試験 60％ 

22.コメント 
魅力的な保育者になるには、知識、技術、倫理、職場での同僚性、保護者支援など、幅広い
質の高い専門性などが求められます。受講生の保育者としての思考の習慣を培うとともに、
保育者としての自覚を形成してほしいと期待します。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 

オリエンテーション 
授業の進め方 
・講義 
 今、何故、保育者論か？ 
  「保育者論はなぜ誕生したのか」背景を探す 
・活動 
 グループワーク「理想的な保育者って？」 

〇グループワークプリントの  提出 
 

２回目 

講義 
 保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保認定こども
園教育・保育要領から、それぞれの保育者の役割を理
解する 

〇提出課題 レポート① 
「理想の保育者像とは」 
〇持参物 
平成 29 年告示 
「保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連
携型認定こども園教育・保育要領」 
   発行チャイルド社 



３回目 
・講義 
 保育者の制度的位置づけ等 
 親やこどもにとっての保育者とは 

〇「今日の学びと振り返り」   の提出 

４回目 

・講義  
  
 「保育者に求められていることとは何？」 
  
   保育者という仕事について 
   養護と教育の一体化について 

〇「今日の学びと振り返り」   の提出 

５回目 

・講義 
     「 保育者の役割について 」 
  
     保育所における保育者の役割 
    幼稚園における保育者の役割 
    幼保連携型認定こども園における保育者の役
割 

☆提出物 
課題レポート① 
「理想の保育者像とは」 
〇「今日の学びと振り返り」   の提出 

６回目 

・講義   
 「保育者の倫理について」 
・活動 
 グループワーク「倫理の必要性を考える」 

〇グループワークプリントの  提出 
〇提出課題 レポート② 
「これからの社会において、求められる保育
者の役割とは何か」 

７回目 

・講義 
  「保護者との信頼関係を構築する」    
・活動  
  グループワーク 「こんな時、どうする？」 

〇グループワークプリントの  提出 
 

８回目 
・講義 
保育者の専門性① 
必要な資質・能力とは 

〇「今日の学びと振り返り」   の提出 

９回目 

講義 
保育者の専門性② 
子ども理解とは 
・活動 
グループワーク「一人一人の子どもを理解する」 

〇「今日の学びと振り返り」   の提出 
〇グループワークプリントの  提出 

１０回目 

・講義 
保育者の専門性③ 
観察するとは 
〜さまざまなみる〜 を知る 

☆提出課題 レポート② 
「これからの社会において、求められる保育
者の役割とは何か」 
〇「今日の学びと振り返り」   の提出 

１１回目 

・講義 
保育者の専門性④ 
コミュニケーション力 
傾聴力   
・グループワーク「話してみよう、聴いてみよう」 
  〜２歳児の気持ち〜 

〇「今日の学びと振り返り」   の提出 
〇グループワークプリントの  提出 

１２回目 

・講義 
保育者の専門性⑤ 
保護者支援の必要性 
グループワーク「保護者支援って必要なの？」 

〇「今日の学びと振り返り」   の提出 
〇グループワークプリントの  提出 

１３回目 ・講義 〇「今日の学びと振り返り」   の提出 



 保護者及び地域社会との協働について理解する  
・活動 
グループワーク「こんな時、どうする？」 

〇グループワークプリントの  提出 

１４回目 
定期試験 
※授業の内容を総括した課題を出題 

 

１５回目 

・講義 
  
 「これからの社会が求める保育者について」  
  〜厳しいからこそ、やりがいが多い〜 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED211-
A52 

2.科目名 相談援助 (教育･保育Ｂ) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野美智子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

保育士は、こどもの保育のみならず、保護者の抱えている課題への対応や、地域における子
育てニーズへのかかわりなど多方面に「活躍の場」が期待されています。ソーシャルワーカ
ー としての保育士に求められる援助技術をいろいろな事例を通して学び、必要な知識やス
キルアップ獲得を目指して講義と演習の中で学びあっていきましょう。そして講義や演習の
中から理論と実践の大切さを学び、ソーシャルワークの重要性を知り、こどもに寄り添える
保育士を目指してほしいと思います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布します。 
20.参考文献 特にありませんが、必要な時は提示します。 

21.成績評価 

一番大事なことは出席することです。 
・出席及びワークシート  ３０％ 
・アサイメント        ２０％ 
（5 回目の授業の時に複数課題を提示します。） 
・中間テスト         ２０％ 
（持ち込み不可とします。） 
・最終レポート       ３０％  
 

22.コメント 

講義と演習の授業形態をとります。演習には積極的に取り組んでください。 
出来るだけ具体的な事例を通して考えてもらいたいと思いますので、日  々
子どもに関するニュース等（虐待など権利擁護）には関心を持ってほしいと思います。  
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ① 保育士として重要な専門性とは  

 
② 相談援助の目的と意義 
      演習 事例を通して 
 

 

 

③ 相談援助の機能 
      相談援助とソーシャルワーク 
      演習 自己覚知 
 

 

 

④ ケアワークとソーシャルワーク 
     保育とソーシャルワーク 
     演習 事例を通して 
 

 

 ⑤ ソーシャルワークの展開  



     相談援助の方法と技術 
     演習 自己覚知Ⅱ  人生曲線 
 

 

⑥ 相談援助の方法と技術 
     ケースワークの原則 
     演習 自己覚知Ⅲ 自分を取りまく環境 
     アサイメントレポート 
 

 

 

⑦ 相談援助の方法と技術 
     基本資料の作成 
     演習 マッピング技法 
 

 

 
⑧ 前半の振り返り 
     演習 ノンバーバルの演習 
 

 

 
⑨ 相談援助小テスト 
     演習 他者理解 
 

 

 
⑩ 相談援助の具体的展開 
     演習 事例を通して 
 

 

 
⑪  相談援助の具体的展開 
     演習 他者理解 
 

 

 
⑫ 児童虐待について 
     演習 事例を通して 
 

 

 
⑬ 障害のある子どもとその保護者への支援 
     演習 事例を通して 
 

 

 
⑭ 個別援助の技術 
     演習 ロールプレイ 
 

 

 

⑮ 保育士に求められる相談援助技術（まとめとし
て） 
     演習 ロールプレイ 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED215-
A51 

2.科目名 
障害児保育Ⅱ (教育･保育Ｂ)(福祉･保育コー
ス) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 菅澤順子 

5.授業科目の区分 

実務経験 「子どもの
発達、そのつまずきな
どの理解」「実践の場で
の時間」などの分野に
おいて実務経験があ
り、本校において 10
年余の講義の体験のあ
る教員による授目 

6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的  この科目をなぜ今なのか 
子どもが育つ、生きるうえで大変難しい時代になっている。おとなの子育ての力が弱くなっ
てきている現代において、育ちについておとなの寄り添いについて、子どもの力を引き出す
にはなどを考えていく 
概要 進め方 
毎回テーマを設定する それに基づき講師の話を聞く 理解を広げるために映像も活用  
自身の理解、他者の思いなど考えの広がりを意識する 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

何が身につくか 
  ① 子どもの日々の姿 発達 
  ② 生きる、そのことばの広がり 
  ③ 発達⇔障害 
  ④ 子どもにとっての絵本 
  ⑤ 子どもを育てる 発達を支える遊び 
    視覚聴覚などさまざまな障害を支援する遊びなどの工夫 
 

19.教科書・教材 
子どもに寄り添うまなざし春夏秋冬 ―学びの芽ばえを育む幼児教育 
   （東京シューレ出版） 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

 成績 ・毎回の講義他のミニレポート   50％ 
    ・講義をとおしての応答      30％ 
    ・学びのなかでテーマを決めて自身が「伝える」テーマをまとめる 20％ 
 

22.コメント 
公立保育園、私立幼稚園勤務を経て 2019 年より関⻄国際大学関係園着任 
現在認定こども園難波愛の園幼稚園園⻑ 関⻄保育福祉専門学校にて保育者論担当 
 

23.オフィスアワー 月曜日 12 時半くらいより 3 限の始まりまで、また 4 限終了後 3F 非常勤講師室に在室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
前期を振り返る 後期に何を学びたいか自主的に考え
る 

 



あらためて障害とは、さまざまな障害、その生活生き
方にふれていく 
 

 
2． 先天性の障害 後天性の障害を知る その
１ダウン症についての学び 

 

 
3． その２映像から、育ちをみるとともに お
となの寄り添いについて考える  

 ４． 出生前診断とはを学ぶその①  

 
５．② 「妹が生まれてこなかったかたもしれない世
界」 

 

 ６．領域の学びを進める ①肢体不自由  

 
７．②病弱の領域  また医療的ケア児のいまについ
て考える 

 

 ８． 視覚障害の実際についての学び  
 ９． 聴覚障害の実際について  手話を学ぶ  

 
１０． 映像鑑賞「日本一静かなカフェ」「手話で
学ぶ学校」  

 １１． 学習障害について  

 
１２． あなたの学んだこと、あなたはそれらをど
のように他に伝えますか 子どもたちとおとなとどう
向き合いますか① 

 

 １３． 交流②  
 １４． 交流③  
 15．1 年のまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED215-
A52 

2.科目名 
障害児保育Ⅱ (教育･保育Ａ)(教育専修コー
ス) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 菅澤順子 

5.授業科目の区分 

実務経験 「子どもの
発達、そのつまずきな
どの理解」「実践の場で
の時間」などの分野に
おいて実務経験があ
り、本校において 10
年余の講義の体験のあ
る教員による授目 

6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的  この科目をなぜ今なのか 
子どもが育つ、生きるうえで大変難しい時代になっている。おとなの子育ての力が弱くなっ
てきている現代において、育ちについておとなの寄り添いについて、子どもの力を引き出す
にはなどを考えていく 
概要 進め方 
毎回テーマを設定する それに基づき講師の話を聞く 理解を広げるために映像も活用  
自身の理解、他者の思いなど考えの広がりを意識する 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

何が身につくか 
  ① 子どもの日々の姿 発達 
  ② 生きる、そのことばの広がり 
  ③ 発達⇔障害 
  ④ 子どもにとっての絵本 
  ⑤ 子どもを育てる 発達を支える遊び 
    視覚聴覚などさまざまな障害を支援する遊びなどの工夫 
 

19.教科書・教材 
子どもに寄り添うまなざし春夏秋冬 ―学びの芽ばえを育む幼児教育 
   （東京シューレ出版） 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

成績 ・毎回の講義他のミニレポート   50％ 
   ・講義を通しての応答      30％ 
   ・学びのなかでテーマを決めて自身が「伝える」テーマをまとめる 20％ 
 

22.コメント 
公立保育園、私立幼稚園勤務を経て 2019 年より関⻄国際大学関係園着任 
現在認定こども園難波愛の園幼稚園園⻑ 関⻄保育福祉専門学校にて保育者論担当 
 

23.オフィスアワー 月曜日 12 時半くらいより 3 限の始まりまで、また 4 限終了後 3F 非常勤講師室に在室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
前期を振り返る 後期に何を学びたいか自主的に考え
る 

 



あらためて障害とは、さまざまな障害、その生活生き
方にふれていく 
 

 
2．先天性の障害 後天性の障害を知る その１ダウ
ン症についての学び 
 

 

 
3．その２映像から、育ちをみるとともに おとなの
寄り添いについて考える 

 

 ４． 出生前診断とはを学ぶその①  

 ５．② 「妹が生まれてこなかったかたもしれない世
界」 

 

 6．領域の学びを進める ①肢体不自由  

 ７．②病弱の領域  また医療的ケア児のいまについ
て考える 

 

 ８． 視覚障害の実際についての学び  
 ９． 聴覚障害の実際について  手話を学ぶ  

 
１０． 映像鑑賞「日本一静かなカフェ」「手話で
学ぶ学校」 

 

 １１．学習障害について  

 
１２．あなたの学んだこと、あなたはそれらをどのよ
うに他に伝えますか 子どもたちとおとなとどう向き
合いますか① 

 

 １３．交流②  
 １４．交流③  
 １５. 1 年のまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED216-
A51 

2.科目名 社会的養護内容 (教育･保育Ａ) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

（概要） 
社会・経済状況の変化の影響を強く受け、子どもの生活の安心・安全を守ることが難しくな
ってきていると言われる。 
この、明らかに子どもの人権が侵害されている状況の中 
①社会的養護を必要とする子ども達の実態をよく知る。 
②その上で、専門職としてどのような知識と技術を用いて、子ども達を支援できるのかを学
ぶ。 
（目的） 
①実践に結びつけて思考出来るようになる。 
②グループワークを通じて、自分の考えをまとめ人に伝える力を養う。この経験が子どもへ
の伝えの基礎力になる。 
③たくさんの人と意見交換することで、バランス感覚を養い、視野を広く持って、問題解決
に取り組めるようになる。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標はディプロマポリシーの 4）問題発見・解決力、5）コミュニケーショ
ンスキル、6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連している。 
①座学による学びを実践に結び付ける基礎力を養う。 
②物事を順を追って考え、考えをまとめて人に伝える力を身に付ける。 
③たくさんの人と意見交換することで、バランス感覚を養い、視野を広く持つことで、様々
な視点から問題を理解し解決していける専門性を持つ。 

19.教科書・教材 使用しない。必要な資料は配布する 

20.参考文献 
「児童生活臨床と社会的養護―児童自立支援施設で生活するということ」 田中康雄編 金
剛出版 

21.成績評価 

①授業終了時に提出のミニレポート（１％×１５回）  １５％・・・学習目標①に対応 
②レポート（５％×５回)   ２５％・・・学習目標①に対応 
③ワークシート  １０％ ・・・学習目標①②に対応 
④パワーポイントの作成   １０％・・・学習目標②に対応 
⑤全体での事例発表     １０％・・・学習目標③に対応 
⑥振り返り・総括試験   ４０％・・・・振り返り・総括 

22.コメント 

人を援助するための専門性には、知識や技術と共に相手の心を受け止め、深く理解するため
の感受性を持つことも大切です。安心安全に生きることができない子ども達の心を受け止め
られる人になるため、お互いの話し合いのなかで、切磋琢磨して知識を吸収し、感受性に磨
きをかけ、学びを深めてください。。 

23.オフィスアワー 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 ４限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ★社会的養護内容を学ぶにあたって  ◯「社会的養護」の復習をしておく 



講義の進め方の説明 
児童を取り巻く環境の変化と、それに伴う児童問題の
変化について 
 

第２回 

★社会的養護の意義と課題   
施設養護の体系について学び、子どもの権利擁護につ
いて、事例を通して学ぶ 
その作業を通して、保育士の倫理について振り返る。 
 

◯保育士の倫理規定について調べておく 
?レポート①   
「施設で暮らす、子ども達の心情を考える」 
  
  ★次週までに Web で提出 

第３回 

★施設養護の意義  
・子どもの自立支援と家族の再統合について学ぶ。  
・子どもへの支援だけではなく、ファミリーソーシャ
ルワークの視点を大切に、自立ということの意味を事
例を通して学ぶ。 
? レポート①  提出締め切り 

◯児童福祉法に定められた 14 の施設の機能
と役割について調べておく 
?レポート② 「子どもを施設に預ける保護
者の心情について」 
  ★次週までに Web で提出 

第４回 

★子どもの状況に応じた施設養護 
 児童を預かる各種施設のそれぞれの特徴とその特性
に応じた支援の内容について事例を通して学ぶ 
  (乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・児童
相談所一時保護所） 
   
? レポート②    提出締め切り 

◯児童福祉法に定められた 14 の施設につい
て調べておく 
 

第５回 

★子どもの状況に応じた施設養護 
 児童を預かる各種施設のそれぞれの特徴とその特性
に応じた支援の内容について事例を通して学ぶ 
  (情緒障害児短期治療施設・⺟子生活支援施設・障
害児施設） 
★施設養護の特性及びその実際について  
施設で子供が育つことの意味を考え、施設支援とその
実際の専門的な  支援の在り方について学ぶ。 
 

◯里親の種類とその種類ごとの違いについて
調べておく  
?レポート③  (１２０分） 
「施設は家庭に代わることはできるのか」 
  ★次週 Web で提出提出 

第６回 

★里親制度の特性及びその実際について   
    ＤＶＤを見て里親制度を理解する。 
     ワークシート記入  
★プレゼンテーション 
 ワークシートについて発表(２人） 
?レポート③  提出締め切り 

?グループワーク 
指定されたグループごとに、里親制度が日本
では十分活用されていない背景に何があるの
かを調べておく。 
       ★次週発表 
 

第７回 

★プレゼンテーション 
  里親制度があまり日本で活用されない理由について
調べたことを、発表    
                        
(３グループ） 
★個別支援計画の作成 
・施設支援での、個別支援計画作成の流れとその重要
性について、理解する。 
・その上で事例に添った個別支援計画を作成してみ
る。 
           ⇒個別支援計画シート記入 

◯個別支援計画を完成させる 
  ★来週までに Web で提出 



 

第８回 

＊日常生活支援に関する事例分析  
    ・施設内での日常的な生活を知る 
    ・生活上の具体的支援の在り方を、事例検討を通
して学ぶ 
    ・記録及び自己評価の在り方について学ぶ 
?個別支援計画 提出締め切り 

◯グループワーク 
施設で働く保育士の専門性をはかる指標には
どのようなものがあるのかについて指定され
たグループで、考えておく 
?レポート④   
「児童養護施設に入所するケースの最近の特
徴とその社会的背景について」 
  ★次週までに Web で提出 

第９回 

★治療的支援に関する事例分析  
  
・治療的養護の実際を知る。 
・治療的支援の具体的な支援の方法と、その目的につ
いて事例を通して 学ぶ。 
★プレゼンテーション 
 施設保育士の専門性の指標について話し合ったこと
を発表する 
                        
（3 グループ） 
★記録及び自己評価の在り方について学ぶ 
?レポート④ 提出締め切り 

 
?指定されたグループで、児童養護施設で暮
らす子ども達にとっての『自立』の意味につ
いて考えておく。 
               ★次週発表 

第１０回 

★プレゼンテーション 
   「社会的養護における自立」の意味について発表 
（２グループ） 
★自立支援に関する事例分析  
・施設で育った子供が社会のなかで自立していくこと
の意味を知り、自立のための具体的な支援のポイント
と方法について事例を通して学ぶ。 
・記録及び自己評価のあり方について学ぶ 

  
◯児童養護施設退所時の子ども達が抱える問
題とその対処について考えておく 
          ★次週発表 

第１１回 

★プレゼンテーション 
 児童養護施設退所時の子ども達が抱える問題とその
対処について発表 
                         
（2 グループ） 
★社会的養護に関わる専門性 
保育士がソーシャルワークに関わるための知識・技
術・倫理などについて学ぶ 

?フィールドワーク 
?レポート⑤  
各指定されたグループで、児童の支援の仕事
をしている機関に出向き、児童福祉の業務に
関して調査し、レポートにまとめる。 
（出向く機関については指定します） 
（このレポートについてはグループごとでま
とめたものを提出します） 
 ★次週発表・Web で提出 

第１２回 

★プレゼンテーション 
 各機関の児童福祉に関する業務について調査結果を
発表する。 
★施設の小規模化と地域  
  ・施設が小規模化していきつつあることの意義に
ついて学ぶ 
  ・地域と施設の協働の在り方について事例を通し
て学
ぶ                                      
★レポート⑤ 提出締め切り 

◯個別支援計画の書き方について復習する。 
その過程で、ケース支援のポイントについ
て、もう一度理解し直しておく。 



 

第１３回 

★グループワーク + ワークシート作成 
・ある社会的養護を必要としている児童の事例に対
し、支援の在り方をグループごとに話し合う。 
・その結果を各自ワークシートにまとめる。 
・発表のための PP を作成する 
 

?グループごとの発表に向けて、パワーポイ
ントの作成 
 

第１４回 

★プレゼンテーション 
第１３回に行った、グループディスカッションのまと
めを、各グループごとに発表する。(パワーポイント
による発表） 
?パワーポイントの提出 
 

◯半期の学修の振り返りをしておく 
 

第１５回 
★振り返りとまとめ 
★総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED216-
A52 

2.科目名 社会的養護内容 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

（概要） 
社会・経済状況の変化の影響を強く受け、子どもの生活の安心・安全を守ることが難しくな
ってきていると言われる。 
この、明らかに子どもの人権が侵害されている状況の中 
①社会的養護を必要とする子ども達の実態をよく知る。 
②その上で、専門職としてどのような知識と技術を用いて、子ども達を支援できるのかを学
ぶ。 
（目的） 
①実践に結びつけて思考出来るようになる。 
②グループワークを通じて、自分の考えをまとめ人に伝える力を養う。この経験が子どもへ
の伝えの基礎力になる。 
③たくさんの人と意見交換することで、バランス感覚を養い、視野を広く持って、問題解決
に取り組めるようになる。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標はディプロマポリシーの 4）問題発見・解決力、5）コミュニケーショ
ンスキル、6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連している。 
①座学による学びを実践に結び付ける基礎力を養う。 
②物事を順を追って考え、考えをまとめて人に伝える力を身に付ける。 
③たくさんの人と意見交換することで、バランス感覚を養い、視野を広く持つことで、様々
な視点から問題を理解し解決していける専門性を持つ。 

19.教科書・教材 使用しない。必要な資料は配布する 

20.参考文献 
「児童生活臨床と社会的養護―児童自立支援施設で生活するということ」 田中康雄編 金
剛出版 

21.成績評価 

①授業終了時に提出のミニレポート（１％×１５回）  １５％・・・学習目標①に対応 
②レポート（５％×５回)   ２５％・・・学習目標①に対応 
③ワークシート  １０％ ・・・学習目標①②に対応 
④パワーポイントの作成   １０％・・・学習目標②に対応 
⑤全体での事例発表     １０％・・・学習目標③に対応 
⑥振り返り・総括試験   ４０％・・・・振り返り・総括 

22.コメント 

人を援助するための専門性には、知識や技術と共に相手の心を受け止め、深く理解するため
の感受性を持つことも大切です。安心安全に生きることができない子ども達の心を受け止め
られる人になるため、お互いの話し合いのなかで、切磋琢磨して知識を吸収し、感受性に磨
きをかけ、学びを深めてください。。 

23.オフィスアワー 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 ４限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ★社会的養護内容を学ぶにあたって  ◯「社会的養護」の復習をしておく 



講義の進め方の説明 
児童を取り巻く環境の変化と、それに伴う児童問題の
変化について 
 

第２回 

★社会的養護の意義と課題   
施設養護の体系について学び、子どもの権利擁護につ
いて、事例を通して学ぶ 
その作業を通して、保育士の倫理について振り返る。 
 

◯保育士の倫理規定について調べておく 
?レポート①   
「施設で暮らす、子ども達の心情を考える」 
  
  ★次週までに Web で提出 

第３回 

★施設養護の意義  
・子どもの自立支援と家族の再統合について学ぶ。  
・子どもへの支援だけではなく、ファミリーソーシャ
ルワークの視点を大切に、自立ということの意味を事
例を通して学ぶ。 
? レポート①  提出締め切り 

◯児童福祉法に定められた 14 の施設の機能
と役割について調べておく 
?レポート② 「子どもを施設に預ける保護
者の心情について」 
  ★次週までに Web で提出 

第４回 

★子どもの状況に応じた施設養護 
 児童を預かる各種施設のそれぞれの特徴とその特性
に応じた支援の内容について事例を通して学ぶ 
  (乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・児童
相談所一時保護所） 
   
? レポート②    提出締め切り 

◯児童福祉法に定められた 14 の施設につい
て調べておく 
 

第５回 

★子どもの状況に応じた施設養護 
 児童を預かる各種施設のそれぞれの特徴とその特性
に応じた支援の内容について事例を通して学ぶ 
  (情緒障害児短期治療施設・⺟子生活支援施設・障
害児施設） 
★施設養護の特性及びその実際について  
施設で子供が育つことの意味を考え、施設支援とその
実際の専門的な  支援の在り方について学ぶ。 
 

◯里親の種類とその種類ごとの違いについて
調べておく  
?レポート③  (１２０分） 
「施設は家庭に代わることはできるのか」 
  ★次週 Web で提出提出 

第６回 

★里親制度の特性及びその実際について   
    ＤＶＤを見て里親制度を理解する。 
     ワークシート記入  
★プレゼンテーション 
 ワークシートについて発表(２人） 
?レポート③  提出締め切り 

?グループワーク 
指定されたグループごとに、里親制度が日本
では十分活用されていない背景に何があるの
かを調べておく。 
       ★次週発表 
 

第７回 

★プレゼンテーション 
  里親制度があまり日本で活用されない理由について
調べたことを、発表    
                        
(３グループ） 
★個別支援計画の作成 
・施設支援での、個別支援計画作成の流れとその重要
性について、理解する。 
・その上で事例に添った個別支援計画を作成してみ
る。 
           ⇒個別支援計画シート記入 

◯個別支援計画を完成させる 
  ★来週までに Web で提出 



 

第８回 

＊日常生活支援に関する事例分析  
    ・施設内での日常的な生活を知る 
    ・生活上の具体的支援の在り方を、事例検討を通
して学ぶ 
    ・記録及び自己評価の在り方について学ぶ 
?個別支援計画 提出締め切り 

◯グループワーク 
施設で働く保育士の専門性をはかる指標には
どのようなものがあるのかについて指定され
たグループで、考えておく 
?レポート④   
「児童養護施設に入所するケースの最近の特
徴とその社会的背景について」 
  ★次週までに Web で提出 

第９回 

★治療的支援に関する事例分析  
  
・治療的養護の実際を知る。 
・治療的支援の具体的な支援の方法と、その目的につ
いて事例を通して 学ぶ。 
★プレゼンテーション 
 施設保育士の専門性の指標について話し合ったこと
を発表する 
                        
（3 グループ） 
★記録及び自己評価の在り方について学ぶ 
?レポート④ 提出締め切り 

 
?指定されたグループで、児童養護施設で暮
らす子ども達にとっての『自立』の意味につ
いて考えておく。 
               ★次週発表 

第１０回 

★プレゼンテーション 
   「社会的養護における自立」の意味について発表 
（２グループ） 
★自立支援に関する事例分析  
・施設で育った子供が社会のなかで自立していくこと
の意味を知り、自立のための具体的な支援のポイント
と方法について事例を通して学ぶ。 
・記録及び自己評価のあり方について学ぶ 

  
◯児童養護施設退所時の子ども達が抱える問
題とその対処について考えておく 
          ★次週発表 

第１１回 

★プレゼンテーション 
 児童養護施設退所時の子ども達が抱える問題とその
対処について発表 
                         
（2 グループ） 
★社会的養護に関わる専門性 
保育士がソーシャルワークに関わるための知識・技
術・倫理などについて学ぶ 

?フィールドワーク 
?レポート⑤  
各指定されたグループで、児童の支援の仕事
をしている機関に出向き、児童福祉の業務に
関して調査し、レポートにまとめる。 
（出向く機関については指定します） 
（このレポートについてはグループごとでま
とめたものを提出します） 
 ★次週発表・Web で提出 

第１２回 

★プレゼンテーション 
 各機関の児童福祉に関する業務について調査結果を
発表する。 
★施設の小規模化と地域  
  ・施設が小規模化していきつつあることの意義に
ついて学ぶ 
  ・地域と施設の協働の在り方について事例を通し
て学
ぶ                                      
★レポート⑤ 提出締め切り 

◯個別支援計画の書き方について復習する。 
その過程で、ケース支援のポイントについ
て、もう一度理解し直しておく。 



 

第１３回 

★グループワーク + ワークシート作成 
・ある社会的養護を必要としている児童の事例に対
し、支援の在り方をグループごとに話し合う。 
・その結果を各自ワークシートにまとめる。 
・発表のための PP を作成する 
 

?グループごとの発表に向けて、パワーポイ
ントの作成 
 

第１４回 

★プレゼンテーション 
第１３回に行った、グループディスカッションのまと
めを、各グループごとに発表する。(パワーポイント
による発表） 
?パワーポイントの提出 
 

◯半期の学修の振り返りをしておく 
 

第１５回 
★振り返りとまとめ 
★総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED217-
A51 

2.科目名 
言語表現技術 (教育･保育Ｂ)(福祉・保育コー
ス) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 
展開 言語表現分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育学部教育福祉学科こども学専攻教育・保育コ
ース 

9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 幼児期言語の特徴を理解し、言語表現技術の具体的展開のための技術を習得することをめ
ざす。 
［概要］ 
 言語表現の基礎基本として「聞く・話す、読む、書く」を位置づけることができる。 
 幼児期においては、ことば獲得段階として「話す・聞く・演じる」ことへの興味・関心が
高まることを学ぶ。 
 幼児期に積極的かつ意欲的な態度を身につけるには、周囲にいる大人の関わり方が大きく
影響することを学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の（5）コミュニケーションスキルと（6）専門的知識・技能の活用力に関連し
ています。 
言語表現活動の基礎となる技術を習得し、「読む、書く、聞く、話す」の技能を活用してコ
ミュニケーションの成立をめざす。 

19.教科書・教材 授業時に適宜プリント等を配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

講評レポート 40 ％（10％×4） 
 審査用紙（第 8 回、9 回、13 回、15 回） 
授業記録（毎回の 100 字コメント）30％ 
総合レポート（第 14 回）30％ 

22.コメント 先輩方のパフォーマンス作品を超えることをめざしてください。 
23.オフィスアワー 月曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 9/28 
【第 1 回】オリエンテーション 
 過去の作品を鑑賞する。 
 グループ編成。（個人も可とする） 

◎パフォーマンス案をグループにおいて検討
する。（240 分） 

第 2 回 10/5 
【第 2 回】パフォーマンス案検討会 
 グループ又は個人において検討した後、パフォーマ
ンス案を披露し合う。 

◎検討会を踏まえてパフォーマンス製作の準
備に入る。（240 分） 

第 3 回 
10/12 

【第 3 回】パフォーマンス製作―練習 
 各グループ、各人において製作手順を作成し、練習
する。 
 

◎パフォーマンス完成に向けて準備する。
（240 分） 

第 4 回 
10/19 

【第 4 回】パフォーマンス製作―練習 
 各グループ、各人において製作手順に従い練習す

◎パフォーマンス完成に向けて活動する。
（240 分） 



る。 

第 5 回 
10/26 

【第 5 回】パフォーマンス製作―練習 
 各グループ、各人において、仕上げに向かって練習
する。 

◎パフォーマンス製作を入念にチェックす
る。（240 分） 

第 6 回 11/2 
【第 6 回】パフォーマンス製作―リハーサル 
 本番に向けてリハーサルをそれぞれにおいて実施す
る。 

◎リハーサルを踏まえて気づいたところを改
善する。（240 分） 

第 7 回 11/9 

【第 7 回】パフォーマンス発表会（前半チーム） 
 発表順を決めパフォーマンスを披露する。 
 審査用紙にコメントを含め評点を記入する。 
 

◎前半チームは、ふり返りを行う。後半チー
ムはパフォーマンス作品をさらに仕上げる。
（240 分） 

第 8 回 
11/16 

【第 8 回】パフォーマンス発表会（後半チーム） 
 発表順に従いパフォーマンスを披露する。 
 審査用紙にコメントも含め評点を記入する。 

◎後半チームはふり返りを行う。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 
 

第 9 回 
11/30 

【第 9 回】 
 「教育・保育 A」受講者作品を鑑賞する。 
 審査用紙にコメントも含め評点を記入する。 

〇朗読劇候補作品を検討する。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 

第 10 回 
12/7 

【第 10 回】朗読劇発表会に向けての準備 
 対象作品選定とグループ編成 

◎朗読劇発表への準備に入る。（240 分） 

第 11 回 
12/14 

【第 11 回】朗読劇発表会に向けての練習 
 各グループにおいて役割分担にそって練習を行う。 

◎朗読劇発表に向けての仕上げに入る。
（240 分） 

第 12 回 
12/21 

【第 12 回】朗読劇発表会（前半チーム） 
 朗読劇を発表し、相互批評会を行う。 

◎前半チームは朗読劇を終えてのふり返りを
行い、後半チームは朗読劇発表の最終確認を
行う。（240 分） 

第 13 回 
1/11 

【第 13 回】朗読劇発表会（後半チーム） 
 朗読劇を発表し、相互批評会を行う。 

◎後半チームは朗読劇を終えてのふり返りを
行う。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 

第 14 回 
1/18 

【第 14 回】総合レポート 
 「言語表現技術の本質を探る」をテーマとするレポ
ートを授業内に記述し、提出する。 

〇「言語表現技術」の時間をふり返る・
（240 分） 
★総合レポートを提出する。 

第 15 回 
1/25 

【第 15 回】 
 「教育・保育 A」受講生の朗読劇を鑑賞する。 

〇総合レポートをふり返る。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED217-
A52 

2.科目名 言語表現技術 (教育･保育Ａ) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 
展開 言語表現分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育学部教育福祉学科こども学専攻教育・保育コ
ース 

9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 幼児期言語の特徴を理解し、言語表現技術の具体的展開のための技術を習得することをめ
ざす。 
［概要］ 
 言語表現の基礎基本として「聞く・話す、読む、書く」を位置づけることができる。 
 幼児期においては、ことば獲得段階として「話す・聞く・演じる」ことへの興味・関心が
高まることを学ぶ。 
 幼児期に積極的かつ意欲的な態度を身につけるには、周囲にいる大人の関わり方が大きく
影響することを学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の（5）コミュニケーションスキルと（6）専門的知識・技能の活用力に関連し
ています。 
言語表現活動の基礎となる技術を習得し、「読む、書く、聞く、話す」の技能を活用してコ
ミュニケーションの成立をめざす。 

19.教科書・教材 授業時に適宜プリント等を配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

講評レポート 40 ％（10％×4） 
 審査用紙（第 8 回、9 回、13 回、15 回） 
授業記録（毎回の 100 字コメント）30％ 
総合レポート（第 14 回）30％ 

22.コメント 先輩方のパフォーマンス作品を超えることをめざしてください。 
23.オフィスアワー 月曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 9/29 
【第 1 回】オリエンテーション 
 過去の作品を鑑賞する。 
 グループ編成。（個人も可とする） 

◎パフォーマンス案をグループにおいて検討
する。（240 分） 

第 2 回 10/6 
【第 2 回】パフォーマンス案検討会 
 グループ又は個人において検討した後、パフォーマ
ンス案を披露し合う。 

◎検討会を踏まえてパフォーマンス製作の準
備に入る。（240 分） 

第 3 回 
10/13 

【第 3 回】パフォーマンス製作―練習 
 各グループ、各人において製作手順を作成し、練習
する。 
 

◎パフォーマンス完成に向けて準備する。
（240 分） 

第 4 回 
10/20 

【第 4 回】パフォーマンス製作―練習 
 各グループ、各人において製作手順に従い練習す

◎パフォーマンス完成に向けて活動する。
（240 分） 



る。 

第 5 回 
10/27 

【第 5 回】パフォーマンス製作―練習 
 各グループ、各人において、仕上げに向かって練習
する。 

◎パフォーマンス製作を入念にチェックす
る。（240 分） 

第 6 回 
11/10 

【第 6 回】パフォーマンス製作―リハーサル 
 本番に向けてリハーサルをそれぞれにおいて実施す
る。 

◎リハーサルを踏まえて気づいたところを改
善する。（240 分） 

第 7 回 
11/17 

【第 7 回】パフォーマンス発表会（前半チーム） 
 発表順を決めパフォーマンスを披露する。 
 審査用紙にコメントを含め評点を記入する。 
 

◎前半チームは、ふり返りを行う。後半チー
ムはパフォーマンス作品をさらに仕上げる。
（240 分） 

第 8 回 
11/24 

【第 8 回】パフォーマンス発表会（後半チーム） 
 発表順に従いパフォーマンスを披露する。 
 審査用紙にコメントも含め評点を記入する。 

◎後半チームはふり返りを行う。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 
 

第 9 回 12/1 

【第 9 回】 
 「(教育･保育Ｂ)(福祉･保育コース)」受講者作品を
鑑賞する。 
 審査用紙にコメントも含め評点を記入する。 

〇朗読劇候補作品を検討する。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 

第 10 回 
12/8 

【第 10 回】朗読劇発表会に向けての準備 
 対象作品選定とグループ編成 ◎朗読劇発表への準備に入る。（240 分） 

第 11 回 
12/15 

【第 11 回】朗読劇発表会に向けての練習 
 各グループにおいて役割分担にそって練習を行う。 

◎朗読劇発表に向けての仕上げに入る。
（240 分） 

第 12 回 
12/22 

【第 12 回】朗読劇発表会（前半チーム） 
 朗読劇を発表し、相互批評会を行う。 

◎前半チームは朗読劇を終えてのふり返りを
行い、後半チームは朗読劇発表の最終確認を
行う。（240 分） 

第 13 回 
1/12 

【第 13 回】朗読劇発表会（後半チーム） 
 朗読劇を発表し、相互批評会を行う。 

◎後半チームは朗読劇を終えてのふり返りを
行う。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 

第 14 回 
1/19 

【第 14 回】総合レポート 
 「言語表現技術の本質を探る」をテーマとするレポ
ートを授業内に記述し、提出する。 

〇「言語表現技術」の時間をふり返る・
（240 分） 
★総合レポートを提出する。 

第 15 回 
1/26 

【第 15 回】 
 「(教育･保育Ｂ)(福祉･保育コース)」受講生の朗読
劇を鑑賞する。 

〇総合レポートをふり返る。（240 分） 
★審査用紙を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A01 

2.科目名 保育実習Ⅰ事前事後指導① (保育所実習) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 保育士資格：必修 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

１ 保育実習の意義・目的を理解する。 
２ 実習の内容を理解し、自らの実習の課題を明確にする。 
３ 実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等
について理解する。 
４ 実習の計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解する。 
５ 実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の学習に向けた課題や目
標を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）（５）の学修に関連している。 
１保育所実習の意義を知る 
 ・実習の目的 
 ・実習の概要  
２ 実習の内容と課題の明確化 
３ 実習に際しての留意事項 
 ・子どもの人権と最善の利益の考慮 
 ・プライバシーの保護と守秘義務 
 ・実習生としての心構え 
４ 保育所実習の指導計画と実習記録の書き方を学ぶ 
５ 事後指導における実習の総括と課題の明確化 
※これからの社会で求められる人材を育成していくため、本授業では、ICT を活用した保育
の展開方法の検討や、DX 教材の 360 度カメラを用 

19.教科書・教材 
名須川 知子 監修・大方 美香 監修・⻲山 秀郎 編著（2018）『保育所・幼稚園・幼保連
携型認定こども園実習』ミネルヴァ書房 

20.参考文献 関⻄国際大学の保育所実習ハンドブック（配布する） 

21.成績評価 

・ワークシート・絵本、手遊びのリスト作成   25 点（学習目標 ①に対応） 
・保育記録作成                20 点（学習目標 ②に対応） 
・保育指導案作成               15 点（学習目標④に対応） 
・ゲストティーチャーの感想          ５点（学習目標②③に対応） 
・先輩の話を聞いての感想           ５点（学習目標②③に対応） 
・実習課題（目標）              10 点（学習目標②③に対応） 
・実習報告書                 10 点（学習目 

22.コメント 

この科目は、事前指導 12 回、事後指導 3 回の計 15 回です。 
実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 
そのためにも、休んだり、遅刻しないということは大原則です。 
提出物はウエブクラスに期日を守って提出すること。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日の昼休み（下里） 
⽕曜日お昼休み（椋田） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 
4 月 13 日 

・授業のオリエンテーション 
・保育実習Ⅰの意義・目的 
・グループワーク（実習のルールを決める。） 
・ワークシート① 
Webclass にてワークシート①を次週までに提出す
る。 

〇ワークシート①作成、19 日までに提出 

２回目 
 

・絵本リスト・手遊びリスト作成 
・6 月 30 日までに提出する。 
 

〇絵本・手遊びリスト作成 
 6 月 30 日までに提出 

3 回目 
 

・実習記録の書き方について① 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録①作成、5 月 10 日までに提出 

4 回目 

・実習記録の書き方について② 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録②作成、17 日までに提出 

5 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成①、24 日までに提出 

6 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成②、5 月 31 日までに提出 

7 回目 
 

・ゲストティーチャーの話を聞く 
※変更があるかもしれません。 〇模擬保育準備 

8 回目 ・3 年生の実習の話を聞く。質問する。 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育の準備 

9 回目 
 

・保育所実習の関係書類作成 
・ハンドブックの説明 
 個人票の作成 
 誓約書の作成（印鑑持参のこと） 
・学修支援室からのお知らせ（書類、検便等） 
※変更があるかもしれません。 

〇個人票清書、写真用意 

10 回目 ・模擬保育の準備 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育準備 

11 回目 ・ちびっこウエルカム学校探検 
※変更があるかもしれません。 

〇感想を次週までにウエブクラスに提出 

12 回目 
6 月 27 日 
 

・実習直前指導 
 実習園のオリエンテーションについて 
  各自実習中の巡回指導の先生への依頼 
・実習後のお礼状の書き方について 
※変更があるかもしれません。 

〇実習に向けて授業の振り返り 

13 回目・14
回目・15 回

・実習後の振り返りと自己評価 
 報告書作成 

〇実習報告書作成、提出 



目は、 
秋学期実施 
日時、教室
は掲示板で
知らせる 

 面談 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

14 回目 

・実習後の振り返り 
 面談 
 報告書作成 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習振り返り、4 コマ漫画作成、提出 

15 回目 

・保育所実習の総括 
・今後の実習について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇保育所実習記録整理、提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A02 

2.科目名 
保育実習Ⅰ事前事後指導① (保育所実習〕(福
祉･保育コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 保育士資格：必修 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

１ 保育実習の意義・目的を理解する。 
２ 実習の内容を理解し、自らの実習の課題を明確にする。 
３ 実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等
について理解する。 
４ 実習の計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解する。 
５ 実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の学習に向けた課題や目
標を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）（５）の学修に関連している。 
１保育所実習の意義を知る 
 ・実習の目的 
 ・実習の概要  
２ 実習の内容と課題の明確化 
３ 実習に際しての留意事項 
 ・子どもの人権と最善の利益の考慮 
 ・プライバシーの保護と守秘義務 
 ・実習生としての心構え 
４ 保育所実習の指導計画と実習記録の書き方を学ぶ 
５ 事後指導における実習の総括と課題の明確化 
※これからの社会で求められる人材を育成していくため、本授業では、ICT を活用した保育
の展開方法の検討や、DX 教材の 360 度カメラを用 

19.教科書・教材 
名須川 知子 監修・大方 美香 監修・⻲山 秀郎 編著（2018）『保育所・幼稚園・幼保連
携型認定こども園実習』ミネルヴァ書房 

20.参考文献 関⻄国際大学の保育所実習ハンドブック（配布する） 

21.成績評価 

・ワークシート・絵本、手遊びのリスト作成   25 点（学習目標 ①に対応） 
・保育記録作成                20 点（学習目標 ②に対応） 
・保育指導案作成               15 点（学習目標④に対応） 
・ゲストティーチャーの感想          ５点（学習目標②③に対応） 
・先輩の話を聞いての感想           ５点（学習目標②③に対応） 
・実習課題（目標）              10 点（学習目標②③に対応） 
・実習報告書                 10 点（学習目 

22.コメント 

この科目は、事前指導 12 回、事後指導 3 回の計 15 回です。 
実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 
そのためにも、休んだり、遅刻しないということは大原則です。 
提出物はウエブクラスに期日を守って提出すること。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日の昼休み（下里） 
⽕曜日お昼休み（椋田） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 
4 月 13 日 

・授業のオリエンテーション 
・保育実習Ⅰの意義・目的 
・グループワーク（実習のルールを決める。） 
・ワークシート① 
Webclass にてワークシート①を次週までに提出す
る。 

〇ワークシート①作成、19 日までに提出 

２回目 
 

・絵本リスト・手遊びリスト作成 
・6 月 30 日までに提出する。 
 

〇絵本・手遊びリスト作成 
 6 月 30 日までに提出 

3 回目 
 

・実習記録の書き方について① 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録①作成、5 月 10 日までに提出 

4 回目 

・実習記録の書き方について② 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録②作成、17 日までに提出 

5 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成①、24 日までに提出 

6 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成②、5 月 31 日までに提出 

7 回目 
 

・ゲストティーチャーの話を聞く 
※変更があるかもしれません。 〇模擬保育準備 

8 回目 ・3 年生の実習の話を聞く。質問する。 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育の準備 

9 回目 
 

・保育所実習の関係書類作成 
・ハンドブックの説明 
 個人票の作成 
 誓約書の作成（印鑑持参のこと） 
・学修支援室からのお知らせ（書類、検便等） 
※変更があるかもしれません。 

〇個人票清書、写真用意 

10 回目 ・模擬保育の準備 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育準備 

11 回目 ・ちびっこウエルカム学校探検 
※変更があるかもしれません。 

〇感想を次週までにウエブクラスに提出 

12 回目 
6 月 27 日 
 

・実習直前指導 
 実習園のオリエンテーションについて 
  各自実習中の巡回指導の先生への依頼 
・実習後のお礼状の書き方について 
※変更があるかもしれません。 

〇実習に向けて授業の振り返り 

13 回目・14
回目・15 回

・実習後の振り返りと自己評価 
 報告書作成 

〇実習報告書作成、提出 



目は、 
秋学期実施 
日時、教室
は掲示板で
知らせる 

 面談 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

14 回目 

・実習後の振り返り 
 面談 
 報告書作成 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習振り返り、4 コマ漫画作成、提出 

15 回目 

・保育所実習の総括 
・今後の実習について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇保育所実習記録整理、提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A07 

2.科目名 
保育実習Ⅰ事前事後指導② (施設)(教育･保育
コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本恵美子、吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻選択基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 保育士資格：必修 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

この科目は、保育実習（施設）の意義・目的と内容を理解し、自らの課題を明確いする力を
身につけることを目的とします。 
事前指導では、施設実習に合わせた事前準備を行うとともに、実習課題の整理を行います。 
事後指導では、実習の総括と自己課題を確認し、施設における保育士の役割についての考察
を深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（２）社会的貢献性
（４）問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
事前指導 
①児童福祉施設実習の目的と意義を理解する。 
②児童福祉施設実習の内容を踏まえ、実習での自己課題を明確にする。 
③実習施設における児童・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義
務について理解する。 
④実習施設における支援について適切に記録する方法を理解する。 
事後指導 
⑤実習経験を振り返り、保育士資格取得までに習得 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 保育実習・施設実習ハンドブック（配布します） 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
実習事前指導：70％ 
 ・課題Ⅰ〜Ⅵ （各 10 点） 〔学習目標①、③、④に対応〕 
 ・自己紹介書（10 点）   〔学習目標②に対応〕 
実習事後指導：30％    〔学習目標⑤に対応〕 
 詳細は授業中に示します。 

22.コメント 実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日４限（吉村） 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室）   （松本） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回目 
 

実習全体の注意 
施設実習の概要 〇指定したワークシート 

２回目 
 

施設の特徴と実習の内容① 
 〇指定したワークシート 

３回目 
 

施設の特徴と実習の内容② 〇指定したワークシート 

４回目 施設⻑の講話を聴く 〇指定したワークシート 
５回目 実習先別グループワーク① 〇指定したワークシート 



 
６回目 実習先別グループワーク② 〇指定したワークシート 
７回目 
 個人票の作成 〇指定したワークシート 

８回目 記録の書き方 〇指定したワークシート 
９回目 
 

発達について 〇指定したワークシート 

１０回目 障害のある子どもの遊ばせ方・かかわり方 〇指定したワークシート 
１１回目 
 

実習直前指導 〇指定したワークシート 

１２回目 実習で学んだこと等について発表 〇指定したワークシート 
１３回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１４回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１５回目 実習の総括 〇指定したワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A08 

2.科目名 
保育実習Ⅰ事前事後指導② (施設)(福祉･保育
コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本恵美子、吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻選択基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 保育士資格：必修 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

この科目は、保育実習（施設）の意義・目的と内容を理解し、自らの課題を明確いする力を
身につけることを目的とします。 
事前指導では、施設実習に合わせた事前準備を行うとともに、実習課題の整理を行います。 
事後指導では、実習の総括と自己課題を確認し、施設における保育士の役割についての考察
を深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（２）社会的貢献性
（４）問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
事前指導 
①児童福祉施設実習の目的と意義を理解する。 
②児童福祉施設実習の内容を踏まえ、実習での自己課題を明確にする。 
③実習施設における児童・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義
務について理解する。 
④実習施設における支援について適切に記録する方法を理解する。 
事後指導 
⑤実習経験を振り返り、保育士資格取得までに習得 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 保育実習・施設実習ハンドブック（配布します） 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
実習事前指導：70％ 
 ・課題Ⅰ〜Ⅵ （各 10 点） 〔学習目標①、③、④に対応〕 
 ・自己紹介書（10 点）   〔学習目標②に対応〕 
実習事後指導：30％    〔学習目標⑤に対応〕 
 詳細は授業中に示します。 

22.コメント 実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日４限（吉村） 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室）   （松本） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回目 
 

実習全体の注意 
施設実習の概要 〇指定したワークシート 

２回目 
 

施設の特徴と実習の内容① 
 〇指定したワークシート 

３回目 
 

施設の特徴と実習の内容② 〇指定したワークシート 

４回目 施設⻑の講話を聴く 〇指定したワークシート 
５回目 実習先別グループワーク① 〇指定したワークシート 



 
６回目 実習先別グループワーク② 〇指定したワークシート 
７回目 
 個人票の作成 〇指定したワークシート 

８回目 記録の書き方 〇指定したワークシート 
９回目 
 

発達について 〇指定したワークシート 

１０回目 障害のある子どもの遊ばせ方・かかわり方 〇指定したワークシート 
１１回目 
 

実習直前指導 〇指定したワークシート 

１２回目 実習で学んだこと等について発表 〇指定したワークシート 
１３回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１４回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１５回目 実習の総括 〇指定したワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED222-
A51 

2.科目名 
保育心理学演習 (教育･保育コース)（福祉･
保育コース） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教育心理学・発達心理学，そしてさまざまな保育系の科目を踏まえ，保育実践を心理学的な
視点で学んでいく。特に、実習で見てきた子どもの発達を共有し、発達の個人差などについ
ての理解を深める。最終的に、保育実践・保育内容について、保育心理学の視点から説明で
きることをこの授業の目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜授業の到達目標＞ 
１．子どもの心身の発達と保育実践について理解を深める。 
２．生活と遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習の過程を理解する。 
３．保育における発達援助について学ぶ。 
（関連する学科の DP） 
（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
教員・社会福祉従事者として、その人がもつ背景や属性、価値観等の多様性を理解し、相手
の立場を尊重することができ、地域、保護者、他職種等との連携・協働を行うことができ
る。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 
■ 厚生労働省『保育所保育指針解説書』 
■ 文部科学省『幼稚園教育要領解説』 
■ 瀧川光治・小栗正裕編『改編 保育の考え方と実践』2012、久美出版 

21.成績評価 

課題１ 発達段階を踏まえた保育環境のあり方に関するレポート ２０％  
課題２ 保育における発達援助に関するレポート ３０％ 
HW-WS（１３回）  ３点×１２回＋４点×１回 ＝ ４０％ 
e-portfolio １０％ 
 

22.コメント 
幼児教育は子ども理解から始まります。子どもたちの心の動きが把握できるよう、ビデオ教
材などを基にしっかり学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日お昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目 
ガイダンス／保育者の専門性としての子ども理解 
・1 年次の『保育者論』の振り返り 〇HW-WS①を実施する。（120 分） 

第２回目 

子ども理解における発達の把握（０〜２歳児） 
・『改編 保育の考え方と実践』 第 4 部 第 1 章
「子どもの発達について学ぶ」① 
・『保育所保育指』 第 2 章 発達① 
 

〇HW-WS②を実施する。（120 分） 

第３回目 

子ども理解における発達の把握（３〜５歳児） 
・『改編 保育の考え方と実践』 第 4 部 第 1 章
「子どもの発達について学ぶ」① 
・『保育所保育指』 第 2 章 発達① 

〇HW-WS③を実施する。（120 分） 



 

第４回目 

発達の連続性（乳児の身体的発達） 
・『改編 保育の考え方と実践』 第 4 部 第 4 章
「3 歳以上の保育」 
・『保育所保育指』 第 2 章 発達③ 3 歳〜5 歳児 
 

〇HW-WS④を実施する。（120 分） 

第５回目 

発達の連続性（３歳未満児の保育について） 
・『改編 保育の考え方と実践』 第 4 部 第 3 章
「3 歳未満児の保育」 
・『保育所保育指』 第 2 章 発達④ 0・1・2 歳児 
 

〇HW-WS⑤を実施する。（120 分） 

第６回目 

生活や遊びを通した学びの過程−子どもの遊びと学び 
・『改編 保育の考え方と実践』 第 4 部 第 2 章
「保育の形態」 
・設定保育で使える折り紙の折り方 

〇HW-WS⑥を実施する。（120 分） 

第７回目 
子どもの視点に立った教材研究 
・子どもにわかりやすい折り紙の折り方の順番を画用
紙にまとめる 

〇HW-WS⑦を実施する。（120 分） 

第８回目 

子どもの行動観察の記録 
・『改編 保育の考え方と実践』第 4 部 第 8 章「保
育者の専門性としての子ども理解」 
・乳幼児の安心・安全に着目する 〜SICS による
「安心度」理解− 
 

〇HW-WS⑧を実施する。（120 分） 

第９回目 
場面に応じた援助を考える 
・保育実習のよくある場面を示し、援助方法を考える 
 

〇HW-WS⑨を実施する。（120 分） 

第１０回目 

保育環境の意味 
・保育所・幼稚園の環境写真から捉えられる保育者の
意図性と子どもの主体性について考察する 
 

〇HW-WS⑩を実施する。（120 分） 

第１１回目 
子どもの発達を踏まえた環境構成 
・子どもの発達に応じた、応答的環境を考える 〇HW-WS⑪を実施する。（120 分） 

第１２回目 発達観、子ども観と保育観 〇課題１を実施する（240 分） 
第１３回目 情緒の発達と自我 〇HW-WS⑫を実施する。（120 分） 

第１４回目 
保育における発達援助① 
・困った場面のビデオを観て援助方法を考える 
 

〇課題２を実施する。（240 分） 

第１５回目 総括（まとめと課題） 
 

〇HW-WS⑬を実施する。（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED223-
A51 

2.科目名 
保育課程論 (教育・保育コース)(福祉･保育コ
ース） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

幼稚園/保育所では，文部科学省告示/厚生労働省の『幼稚園教育要領』/『保育所保育指
針』をもとに、各幼稚園/保育所の保育理念・保育目標等を具体化した各園独自の「教育課
程」/「保育課程」が作成されている。また，各保育者により日々行われる保育は，そのよ
うな園の教育課程・保育課程に基づく指導計画のもとに，その日のねらいや意図をもって保
育者により実践され，環境構成も行われている。 
 この授業では，そのような「教育課程」「保育課程」および「指導計画」について，その
意義と役割について理解を深めるとともに，さまざまな実際の例を通して，環境を通して行
う教育・保育を基本とする幼児教育独自の「教育課程」「保育課程」や「指導計画」を作成
していくための方法についても理解を深める。 
＜授業の到達目標＞ 
①「教育課程」「保育課程」および「指導計画」について，その意義と役割について理解を
深める 
②幼児教育独自の「教育課程」「保育課程」や「指導計画」を作成していくための方法につ
いても理解を深める。 
③ 日案・週案の作成をスムーズにできるような実践力を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・保育実践（子どもと保育者の関わり合い）や保育内容について、「保育課程」「教育課程」
「指導計画」の視点を持って学ぶことを通して、「保育課程」「教育課程」「指導計画」につ
いての内容に刺激を受けて、新たな疑問や関心を持つ。それとともに、実地調査で学んだこ
とのレポート等を通して、客観的な事実から、問題に気づき、解決のための課題を考えるこ
とができる。 
【関連する学科の DP】 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践的知 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

■ 瀧川光治・小栗正裕編『改編 保育の考え方と実践』2012、久美出版 
■ 厚生労働省『保育所保育指針解説書』 
■ 文部科学省『幼稚園教育要領解説』 
 

21.成績評価 

＜課題＞ 
課題１ 部分保育の指導計画の作成 
課題２ 3 歳児の指導計画の作成 
課題３ 4 歳児の指導計画 の作成 
課題４ 理想の園を考え、教育課程・保育課程を作成する 
① 課題４回分 １０％＋２０％×３＝７０％ 
② HW-WS（５回） ５回×４％＋２０％ ＝ ２０％ 



③ e-portfolio １０％ 
計 １００％ 

22.コメント 
保育の質を高めるためには PDCA サイクルを行うことが求められています。その中の、
Plan（計画）の部分をこの授業で修得することになります。現場に出てから必要となる力で
すので、しっかり身につけ現場に出てから困らないよう、学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日お昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

ガイダンス―カリキュラムの基礎理論 
・『改編 保育の考え方と実践』第１部 第１章 保
育とはどういうことか？ P２〜７ 
学習指導要領・幼稚園教育要領並びに教育課程編成の
目的について説明する。 

○HW-WS①を実施する。（120 分） 

第２回 

教育課程・保育課程の意義と役割 
・何がポイントになるか？ 見る視点を学ぶ 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第７章 保
育の計画と評価 
教育課程が社会において果たしている役割や機能を説
明する。 
学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメント
の意義や重要性を理解する。 

○HW-WS②を実施する。（120 分） 

第３回 

幼稚園園⻑・教諭による保育現場の話 （ゲストスピ
ーカー） 
教育課程が社会において果たしている役割や機能を説
明する。 
教育課程編成の基本原理について説明を行う。 

○HW-WS③を実施する。（120 分） 

第４回 

 教育課程から指導計画への展開 
⻑期的な視野から、また幼児や学校・地域の実態を踏
まえて教育課程や指導計画を検討することの重要性を
理解する。  
 

○HW-WS④を実施する。（120 分） 

第５回 

指導案の書き方と子どもの視点に立った教材研究 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第７章 保
育の計画と評価 
 

○HW-WS⑤を実施する。（120 分） 

第６回 

0・1・2 歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第２章 養
護と教育の一体性 
教育課程が社会において果たしている役割や機能を説
明する。 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑥を実施する。（120 分） 

第７回 

3・4 歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第４章 発
達過程に応じた保育 
教育課程編成の基本原理について説明を行う。 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑦を実施する。（120 分） 
●課題１「３歳児の指導計画の作成」を実施
する。 
 



第８回 

 3・4 歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第３章 環
境を通して行う保育 
教育課程編成の基本原理について説明を行う。 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑧を実施する。（120 分） 

第９回 
指導計画と評価 
カリキュラム評価の基礎的な考え方を理解する。 
 

○HW-WS⑨を実施する。（120 分） 

第１０回 

 教育課程と保育課程の変遷 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第７章 保
育の計画と評価  
・遊び中心の保育となった頃のビデオ 
学習指導要領・幼稚園教育要領の改訂の変遷を説明す
る。 

○HW-WS⑩を実施する。（120 分） 

第１１回 

指導計画の作成（部分実習） 
・『改編 保育の考え方と実践』 第２部 第５章 
生活や遊びを通しての総合的な保育 p７２〜７５ 
学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメント
の意義や重要性を理解する。 

○HW-WS⑪を実施する。（120 分） 

第１２回 

５歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』 第２部 第６章 
個を生かし集団を育てる 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑫を実施する。（120 分） 
●課題２「４歳児の指導計画の作成」を実施
する。 
 

第１３回 

幼児期の教育（学び）から小学校教育へ―生活・学び
の連続性と接続期― 
・『改編 保育の考え方と実践』 第４部 第５章 
小学校との接続と連携 
⻑期的な視野から、また幼児や学校・地域の実態を踏
まえて教育課程や指導計画を検討することの重要性を
理解する。 

○HW-WS⑬を実施する。（120 分） 

第１４回 

 教材研究と保育の展開 
・教材研究を行い、それを使用して、模擬保育を行
う。 
 

○HW-WS⑭を実施する。（120 分） 

第１５回  総括（まとめと課題） 
○HW-WS⑮を実施する。（120 分） 
課題４「理想の園を考え、教育課程・保育課
程を作成する」を実施する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED223-
A52 

2.科目名 保育課程論 (教育専修コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

幼稚園/保育所では，文部科学省告示/厚生労働省の『幼稚園教育要領』/『保育所保育指
針』をもとに、各幼稚園/保育所の保育理念・保育目標等を具体化した各園独自の「教育課
程」/「保育課程」が作成されている。また，各保育者により日々行われる保育は，そのよ
うな園の教育課程・保育課程に基づく指導計画のもとに，その日のねらいや意図をもって保
育者により実践され，環境構成も行われている。 
 この授業では，そのような「教育課程」「保育課程」および「指導計画」について，その
意義と役割について理解を深めるとともに，さまざまな実際の例を通して，環境を通して行
う教育・保育を基本とする幼児教育独自の「教育課程」「保育課程」や「指導計画」を作成
していくための方法についても理解を深める。 
＜授業の到達目標＞ 
①「教育課程」「保育課程」および「指導計画」について，その意義と役割について理解を
深める 
②幼児教育独自の「教育課程」「保育課程」や「指導計画」を作成していくための方法につ
いても理解を深める。 
③ 日案・週案の作成をスムーズにできるような実践力を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・保育実践（子どもと保育者の関わり合い）や保育内容について、「保育課程」「教育課程」
「指導計画」の視点を持って学ぶことを通して、「保育課程」「教育課程」「指導計画」につ
いての内容に刺激を受けて、新たな疑問や関心を持つ。それとともに、実地調査で学んだこ
とのレポート等を通して、客観的な事実から、問題に気づき、解決のための課題を考えるこ
とができる。 
【関連する学科の DP】 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践的知 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

■ 瀧川光治・小栗正裕編『改編 保育の考え方と実践』2012、久美出版 
■ 厚生労働省『保育所保育指針解説書』 
■ 文部科学省『幼稚園教育要領解説』 
 

21.成績評価 

＜課題＞ 
課題１ 部分保育の指導計画の作成 
課題２ 3 歳児の指導計画の作成 
課題３ 4 歳児の指導計画 の作成 
課題４ 理想の園を考え、教育課程・保育課程を作成する 
① 課題４回分 １０％＋２０％×３＝７０％ 
② HW-WS（５回） ５回×４％＋２０％ ＝ ２０％ 



③ e-portfolio １０％ 
計 １００％ 

22.コメント 
保育の質を高めるためには PDCA サイクルを行うことが求められています。その中の、
Plan（計画）の部分をこの授業で修得することになります。現場に出てから必要となる力で
すので、しっかり身につけ現場に出てから困らないよう、学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日お昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

ガイダンス―カリキュラムの基礎理論 
・『改編 保育の考え方と実践』第１部 第１章 保
育とはどういうことか？ P２〜７ 
学習指導要領・幼稚園教育要領並びに教育課程編成の
目的について説明する。 

○HW-WS①を実施する。（120 分） 

第２回 

教育課程・保育課程の意義と役割 
・何がポイントになるか？ 見る視点を学ぶ 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第７章 保
育の計画と評価 
教育課程が社会において果たしている役割や機能を説
明する。 
学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメント
の意義や重要性を理解する。 

○HW-WS②を実施する。（120 分） 

第３回 

幼稚園園⻑・教諭による保育現場の話 （ゲストスピ
ーカー） 
教育課程が社会において果たしている役割や機能を説
明する。 
教育課程編成の基本原理について説明を行う。 

○HW-WS③を実施する。（120 分） 

第４回 

 教育課程から指導計画への展開 
⻑期的な視野から、また幼児や学校・地域の実態を踏
まえて教育課程や指導計画を検討することの重要性を
理解する。  
 

○HW-WS④を実施する。（120 分） 

第５回 

指導案の書き方と子どもの視点に立った教材研究 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第７章 保
育の計画と評価 
 

○HW-WS⑤を実施する。（120 分） 

第６回 

0・1・2 歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第２章 養
護と教育の一体性 
教育課程が社会において果たしている役割や機能を説
明する。 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑥を実施する。（120 分） 

第７回 

3・4 歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第４章 発
達過程に応じた保育 
教育課程編成の基本原理について説明を行う。 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑦を実施する。（120 分） 
●課題１「３歳児の指導計画の作成」を実施
する。 
 



第８回 

 3・4 歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第３章 環
境を通して行う保育 
教育課程編成の基本原理について説明を行う。 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑧を実施する。（120 分） 

第９回 
指導計画と評価 
カリキュラム評価の基礎的な考え方を理解する。 
 

○HW-WS⑨を実施する。（120 分） 

第１０回 

 教育課程と保育課程の変遷 
・『改編 保育の考え方と実践』第２部 第７章 保
育の計画と評価  
・遊び中心の保育となった頃のビデオ 
学習指導要領・幼稚園教育要領の改訂の変遷を説明す
る。 

○HW-WS⑩を実施する。（120 分） 

第１１回 

指導計画の作成（部分実習） 
・『改編 保育の考え方と実践』 第２部 第５章 
生活や遊びを通しての総合的な保育 p７２〜７５ 
学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメント
の意義や重要性を理解する。 

○HW-WS⑪を実施する。（120 分） 

第１２回 

５歳児クラスの指導計画 
・『改編 保育の考え方と実践』 第２部 第６章 
個を生かし集団を育てる 
教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法
を示す。 

○HW-WS⑫を実施する。（120 分） 
●課題２「４歳児の指導計画の作成」を実施
する。 
 

第１３回 

幼児期の教育（学び）から小学校教育へ―生活・学び
の連続性と接続期― 
・『改編 保育の考え方と実践』 第４部 第５章 
小学校との接続と連携 
⻑期的な視野から、また幼児や学校・地域の実態を踏
まえて教育課程や指導計画を検討することの重要性を
理解する。 

○HW-WS⑬を実施する。（120 分） 

第１４回 

 教材研究と保育の展開 
・教材研究を行い、それを使用して、模擬保育を行
う。 
 

○HW-WS⑭を実施する。（120 分） 

第１５回  総括（まとめと課題） 
○HW-WS⑮を実施する。（120 分） 
課題４「理想の園を考え、教育課程・保育課
程を作成する」を実施する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED301-
A51 

2.科目名 幼児教育方法論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 保育士 幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
保育実践の基盤は、保育者の幼児理解にあるといわれている。保育者がその子をどう理解す
るかによって、保育のありようは大きく変化する。保育者の幼児理解は、保育実践の出発点
である。そこで、本授業では、幼児理解にはじまる保育の援助と方法について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【授業の到達目標】 
１．幼児理解をする上での知識を深める。 
２．幼児理解に基づいた具体的な保育場面における保育者の援助の在り方を理解する。 
３．保育の方法を Brush Up するための、サイクルを理解し、実践力を身につける。 
【関連する学科の DP】 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な研究・実践方法を選択・
計画し、行動することができる。 
（6）専門的知識・技能の活用力 
教員・社会 

19.教科書・教材  

20.参考文献 
■ 厚生労働省『保育所保育指針解説書』 
■ 文部科学省『幼稚園教育要領解説』 
■ 瀧川光治・小栗正裕編『改編 保育の考え方と実践』2012、久美出版 

21.成績評価 
課題 1・2  20％＋30％ → 50%  
授業中ワークシートによる評価 13 回  3％×15 回  →  45% 
e-portfolio 2 回以上の投稿 →  5% 

22.コメント 

１．プリント（ワークシート等）を配布するので、ノートは要りません。プリントの中に重
要事項、メモ等を記入してください。また、欠席などで、プリント類を受け取っていない場
合は、翌週に申し出ること。 
２．【学びの記録シート】の「学習目標に対しての気づき・学び」は授業の中での新たな気
づきや学びを書き、「今日の感想・質問」は感想や質問・疑問事項を記入する。２行半にま
とめる（１行程度は不可）。  
また、＜自己チェック＞欄の集中度・学習目標到達度は、５段階で自己評価する。 
３．演習としてグループワーク、ロールプレイングを 

23.オフィスアワー ⽕曜日お昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
・ オリエンテーション 
・ 保育の方法を Brush Up する〈４つの専門性〉 
教育方法の基礎的理論と実践を理解していく。 

○ HW-WS①を実施する。 
○ 予習と復習。（１２０分） 

第２回 
・ 幼児理解と保育者の援助 
教育方法の基礎的理論と実践を理解していく。 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能

○ 予習と復習。（１２０分） 
○ HW-WS②を実施する。（１２０分） 
 



力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 

第３回 

・ 保育の計画（カリキュラム・デザイン）と環境構
成 
幼児及び教室・教材など保育を構成する基礎的な要件
を理解し、保育を計画していく。 
カリキュラムを作成する上で、目標・内容、教材・教
具、授業・保育展開、育みたい資質・能力と幼児理解
に基づいた評価等の視点を含めた保育指導案を作成す
る。 
 

○ 予習と復習。（１２０分） 
○ HW-WS③を実施する。（１２０分） 
 

第４回 

・ 幼児の遊びと発達 
＊ 写真を使って、子どもの遊びから子どもの学びを
読み取る。 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
幼児に向けた話法・板書など、保育を行う上での基礎
的な技術を身に付ける。 
 

○ 予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS④を実施する。（１２０分） 
 

第５回 

・ 登降園場面における保育者の援助と保護者対応 
＊ ロールプレイを行い、保護者支援の難しさや大切
さに気づく。 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
 

○予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS⑤を実施する。（１２０分） 
 

第６回 

・ 幼児の遊びの発展と保育者の援助 
＊ ビデオを使って、子どもの気持ち、保育者の支援
について考える。 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
幼児に向けた話法・板書など、保育を行う上での基礎
的な技術を身に付ける。 
 

○予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS⑥を実施する。（１２０分） 
 

第７回 

・ 協同する経験と保育者の支援 
＊ ビデオを使って、保育者の支援について考える。 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
 

○予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS⑦を実施する。（１２０分） 
 

第８回 

・ 幼児同士のトラブルと保育者の支援 
＊ ビデオを使って、困った場面に対する保育者の支
援方法を考える。 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 

○ 予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS⑧を実施する。（１２０分） 



 

第９回 

・ 食育に関する活動と保育者の援助 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
 

○ 予習と復習。（１２０分） 
○ HW-WS⑨を実施する。（１２０分） 
● 【課題 1】 「協同する経験とは？」を
実施する。（２４０分） 
 

第１０回 

・ 「障害児」への理解と援助の方法（事例紹介） 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
 

○ 予習と復習。（１２０分） 
○ HW-WS⑩を実施する。（１２０分） 
 

第１１回 

・ 連続性を踏まえた保育と保育者の援助 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
 

○ 予習と復習。（１２０分） 
○ HW-WS⑪を実施する。（１２０分） 
 

第１２回 

・家庭との連携と保育者の援助 
これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能
力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対話
的で深い学びの実現など）を理解する。 
 

○予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS⑫を実施する。（１２０分） 
 

第１３回 

・保育者の省察を促すための保育記録 
省察を行う際、育みたい資質・能力と幼児理解に基づ
いた評価の基礎的な考え方が必要になることを理解す
る。 
子供たちの興味・関心を高めたり保育内容をふりかえ
ったりするために、幼児の体験との関連を考慮しなが
らパソコンを活用して教材を作成することを知る。 
写真や動画を活用した保育展開の事例を示す。 
 

○予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS⑬を実施する。（１２０分） 
 

第１４回 

・保育者の省察とカンファレンス 
子供たちの興味・関心を高めたり保育内容をふりかえ
ったりするために、幼児の体験との関連を考慮しなが
らパソコンを活用して教材を作成することを知る。 
写真や動画を活用した保育展開の事例を示す。 
 

○予習と復習。（１２０分） 
○HW-WS⑭を実施する。（１２０分） 
 

第１５回 ・授業の総括 

○ 予習と復習。（１２０分） 
○ HW-WS⑮を実施する。（１２０分） 
● 【課題 2】授業のまとめ」を実施する。 
（１２０分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED304-
A51 

2.科目名 
子どもの保健Ⅱ (教育･保育Ａ)(福祉･保育コ
ース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 細川愛美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉子ども学専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習・講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

?児が成?して??実現していくための基礎として、??ともに健康な?児期を過ごす事はとても?
切である。?児期に関わる上で、?児期の正常な発育発達を理解し、?常?活の中で??の健全な
育成のためにどうすればいいのか等の知識演習を通して保育に必要な技術を実践的に習得す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本講義を通じて?どもの保健Ⅰの知識を基礎として、広く保育の場において実践できるよう
応??を養う知識と技術を習得する。 
① 理論的知識を持って対応できるようにする。 
② 知識、技術を?かし、保育のみでなく、広く対応できる。 
③ 相?の?場を考え対応する。 
④ 必要な情報を収集し正しく判断し活?できるようにする。 
⑤ 保育の視点から問題や課題に気づき改善に向けた保健活動の展開を進める。 
 

19.教科書・教材 「保育の場で活きる子どもの健康と安全」高内正子・梶美保編著   建帛社 

20.参考文献 
子どもの健康と安全演習ノート  小林美由紀 編著      診断と治療社 
子どもの病気ホームケアガイド  日本外来小児科学会 編著  医⻭薬出版株式会社 

21.成績評価 

１．課題レポート提出（授業内課題含む）２０％ 
２．実技，実習態度等         ２０％ 
３．小テスト             ６０％ 
 

22.コメント 

専門職として子どもと関わる上での基礎となる講義です．知的好奇心を持って参加してくだ
さい。 
演習，実技にふさわしい服装で出席してください。 
感染症対策や事故等のための指示されたことを守ってください。 
質問等あれば授業後に声をかけてください。あるいはメールで連絡をください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
9 月 27 日 

第 1 章 子どもの健康と保健 １・２・３        
P1〜P7 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 1 回 
9 月 27 日 

第 1 章 子どもの健康と保健 ４ P7 〜P10  
演習 年⻑児へ手洗い指導を行う。 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習① 

第 2 回 
10 月 4 日 

第２章 子どもの健康支援 １・２・３       
P11 〜P23 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 2 回 
10 月 4 日 

第２章 子どもの健康支援 ４  P23〜P24  
【課題レポート 子どもの健康観察のポイント】 
演習  モデル人形を用いて乳幼児の体温・脈拍・呼
吸の測定を行う。 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
課題レポート提出 
演習② 



第 3 回 
10 月 11 日 

第 3 章 環境および衛生管理 １・２・３       
P25〜P35 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 3 回 
10 月 11 日 

第 3 章 環境および衛生管理 ４  P35〜P40  
演習  保育室内における感染症予防対策の嘔吐物処
理を行う。 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習③ 

第 4 回 
10 月 18 日 

第 4 章 保育における保健的対応 １・２・３  
P41〜58 
【課題レポート 各保育室の対応】 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
課題レポート提出 

第 4 回 
10 月 18 日 

第 5 章 事故防止および安全対策 １・２・３・
４・５ P59 〜P67 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 5 回 
10 月 25 日 

第 5 章 事故防止および安全対策 ６ P67〜P70  
演習 子どもを事故から守る取組についてグループワ
ークをする。 
【課題レポート ハザードマップ作成】 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習④ 
課題レポート提出 

第 5 回 
10 月 25 日 

第 6 章 子どもの体調不良等に対する適切な対応 
１   P71〜P82 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 6 回 
11 月 1 日 

第 6 章 子どもの体調不良等に対する適切な対応 
２   P83〜P97 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 6 回 
11 月 1 日 

第 6 章 子どもの体調不良等に対する適切な対応３   
P97〜P110  
演習   モデル人形を用いて心肺蘇生法ができるよう
にする。 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習⑤ 

第 7 回 
11 月 8 日 

第 7 章 災害への備え １・２・３・４ P111〜
P122 
演習   ループごとに事例を通して災害訓練のシミュ
レーションを行う。 
 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習⑥ 

第 7 回 
11 月 8 日 

第 8 章 健康および安全管理の実施体制１・２・
３・４ P123〜P132 
【課題レポート 保健計画作成】      
 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
課題レポート提出 

第 8 回 
11 月 15 日 

まとめ                 
小テスト 

復習：復習とプリントの整理 
小テスト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED304-
A52 

2.科目名 子どもの保健Ⅱ (教育･保育Ｂ) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 細川愛美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉子ども学専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習・講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

?児が成?して??実現していくための基礎として、??ともに健康な?児期を過ごす事はとても?
切である。?児期に関わる上で、?児期の正常な発育発達を理解し、?常?活の中で??の健全な
育成のためにどうすればいいのか等の知識演習を通して保育に必要な技術を実践的に習得す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本講義を通じて?どもの保健Ⅰの知識を基礎として、広く保育の場において実践できるよう
応??を養う知識と技術を習得する。 
① 理論的知識を持って対応できるようにする。 
② 知識、技術を?かし、保育のみでなく、広く対応できる。 
③ 相?の?場を考え対応する。 
④ 必要な情報を収集し正しく判断し活?できるようにする。 
⑤ 保育の視点から問題や課題に気づき改善に向けた保健活動の展開を進める。 
 

19.教科書・教材 「保育の場で活きる子どもの健康と安全」高内正子・梶美保編著   建帛社 

20.参考文献 
子どもの健康と安全演習ノート  小林美由紀 編著      診断と治療社 
子どもの病気ホームケアガイド  日本外来小児科学会 編著  医⻭薬出版株式会社 

21.成績評価 

１．課題レポート提出（授業内課題含む）２０％ 
２．実技，実習態度等         ２０％ 
３．小テスト             ６０％ 
 

22.コメント 

専門職として子どもと関わる上での基礎となる講義です．知的好奇心を持って参加してくだ
さい。 
演習，実技にふさわしい服装で出席してください。 
感染症対策や事故等のための指示されたことを守ってください。 
質問等あれば授業後に声をかけてください。あるいはメールで連絡をください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
9 月 27 日 

第 1 章 子どもの健康と保健 １・２・３        
P1〜P7 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 1 回 
9 月 27 日 

第 1 章 子どもの健康と保健 ４ P7 〜P10  
演習 年⻑児へ手洗い指導を行う 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習① 

第 2 回 
10 月 4 日 

第２章 子どもの健康支援 １・２・３       
P11 〜P23 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 2 回 
10 月 4 日 

第２章 子どもの健康支援 ４   P23〜P24  
【課題レポート 子どもの健康観察のポイント】 
演習  モデル人形を用いて乳幼児の体温・脈拍・呼
吸の測定を行う。  

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 
演習②  
課題レポート提出 



 
第 3 回 
10 月 11 日 

第 3 章 環境および衛生管理 １・２・３       
P25〜P35 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 3 回 
10 月 11 日 

第 3 章 環境および衛生管理 ４  P35〜P40 
演習   保育室内における感染症予防対策の嘔吐物処
理を行う。 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習③ 

第 4 回 
10 月 18 日 

第 4 章 保育における保健的対応 １・２・３  
P41〜58 
【課題レポート 各保育室の対応】 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
課題レポート提出 

第 4 回 
10 月 18 日 

第 5 章 事故防止および安全対策 １・２・３・
４・５ P59 〜P67 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 5 回 
10 月 25 日 

第 5 章 事故防止および安全対策 ６   P67〜
P70  
演習   子どもを事故から守る取組についてグループ
ワークをする。 
【課題レポート ハザードマップ作成】 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習④ 
課題レポート提出 

第 5 回 
10 月 25 日 

第 6 章 子どもの体調不良等に対する適切な対応 
１   P71〜P82 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 6 回 
11 月 1 日 

第 6 章 子どもの体調不良等に対する適切な対応 
２   P83〜P97 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習 

第 6 回 
11 月 1 日 

第 6 章 子どもの体調不良等に対する適切な対応 
３   P97〜P110  
演習   モデル人形を用いて心肺蘇生法ができるよう
にする。 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習⑤ 

第 7 回 
11 月 8 日 

第 7 章 災害への備え １・２・３・４   P111
〜P122 
演習   グループごとに事例を通して災害訓練のシミ
ュレーションを行う。 
 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
演習⑥ 

第 7 回 
11 月 8 日 

第 8 章 健康および安全管理の実施体制１・２・
３・４ P123〜P132 
【課題レポート 保健計画作成】     
 

復習：復習とプリントの整理 
予習：次回の予習  
課題レポート提出 

第 8 回 
11 月 15 日 

まとめ                 
小テスト 

復習：復習とプリントの整理 
小テスト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED306-
A51 

2.科目名 
家庭支援論 (教育･保育コース)(福祉･保育コ
ース) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育学部教育福祉学科こども学専攻（教育・保育
コース／福祉・保育コース） 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 家庭支援の力量は今日、保育者の専門性のひとつとして重視されてきています。この授業
では、家族とは何かという基本的な理解と現代の家族の多様なあり方を知った上で、とくに
支援が必要である「ひとり親家族」「障害児をもつ家族」「虐待がある家族」に対する家庭支
援のあり方を学びます。また日本の子育て支援の制度とその歴史を学び、実際に保育現場で
保護者支援を行う際のポイントを考えることを行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社
会的貢献性）と(4) 問題発見・解決力 の学習に関連しています。 
本科目の学習目標は次の下記のとおりです。 
①日本社会における家族の現状と子育ての問題点を説明できるようになること。  
② 保育所、幼稚園、児童福祉施設などにおいてどのような「家庭支援」が求められている
のかを、説明できるようになること。  
③ロールプレイによって実際の家庭支援を模擬体験し、留意点を説明できるようになるこ
と。 

19.教科書・教材 
小田豊、日浦直美、中橋美穂 編著   『新保育ライブラリ 子どもを知る 家庭支援論』 
北大路書房 

20.参考文献 授業中に紹介します。 

21.成績評価 

次の３項目すべてに取り組んだうえで、合計 60 点以上で単位修得となる。 
①ワークシート(3 点×14 回） 42％ → 学習目標の①、②、③  
②学修の定着を確認する筆記試験 50％ → 学習目標の①、② 
③宿題提出 8％ → 学習目標の①、② 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
第 1 章  家庭とは何か？① 家族、家庭について学
ぶ。 
 

〇指定された事項を調べてくる(240 分） 
★ワークシート１を提出 
 

【第 2 回】 
第 1 章  家庭とは何か？② 
     男女共同参画社会とは何か 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート２を提出 
 

【第 3 回】 
第 2 章 家族と子育て 
     現代の子育ての現状と問題 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート３を提出 
 

【第 4 回】 
第 3 章 現代家族の子育てと支援の必要性① 
     ⺟親の子育て不安について 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート４を提出 



  

【第 5 回】 
第 3 章 現代家族の子育てと支援の必要性② 
     児童虐待について 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート５を提出 
 

【第 6 回】 
第 3 章 現代家族の子育てと支援の必要性③  
     障害のある子どもと親への支援 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート６を提出 
 

【第 7 回】 
第 3 章  現代家族の子育てと支援の必要性④ 
     ひとり親家庭への支援 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート７を提出 
 

【第 8 回】 
第 4 章 子育て支援の方法① 
     日本の子育て支援施策の変遷について 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート８を提出 
 

【第 9 回】 

第 4 章 保育所・幼稚園・地域子育て支援センター
での取り組み① 
     保育所の子育て支援について 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート９を提出 
 

【第 10 回】 

第 4 章 保育所・幼稚園・地域子育て支援センター
での取り組み② 
     幼稚園・地域子育て支援センターの子育て
支援について 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート１０を提出 
 

【第 11 回】 
第 5 章 家族援助の展望と課題 
     児童虐待のある家庭への援助の実際 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート１１を提出 
 

【第 12 回】 

第 6 章 保護者の心を聴くために 
     保育所・幼稚園での保護者支援の実際につ
いて 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート１２を提出 
 

【第 13 回】 

第 7 章 さまざまな家族とのかかわり① 
     実際のケースに関してグループワークを行
う。 
 

〇指定された事項を調べてくる（240 分） 
★ワークシート１３を提出 
 

【第 14 回】 

第 7 章 さまざまな家族とのかかわり② 
     実際のケースに関してグループワークを行
った結果を全体で共有する。 
 

★ワークシート１４を提出 
〇授業のまとめに向けて、これまでの授業内
容の復習を行う。（480 分） 
 

【第 15 回】 授業のまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED311-
A52 

2.科目名 幼児指導法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 今中洋 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 3 回生〜 

10.取得資格の要件 小学校一種   幼稚園一種 11.先修条件 
1 回生春学期・秋学期開講の体育指導Ⅰ・
Ⅱを履修していれば、理論編として、より
イメージが膨らむ。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 60〜70 名まで 

17.授業の目的と概要 

【本授業では】 
※幼児（子ども）の生活環境や発育発達を理解し、運動指導おける様々な知識を身につけ
る。 
※保育・教育現場における運動プログラムのあり方を考える。 
※指導現場の実践を想定した、指導プランニング力を高める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇学習目標 
【専門的知識・技術の活用力】【多様性理解】などを授業を通して経験し深め身につけま
す。 
具体的にこの科目では、幼児期に相応しい運動プログラムを通して、幼児の特性や身体面、
精神面の特徴を理解し、以下の事柄を学びます。 
①幼児（子ども）の生活環境や発育発達を理解しそれを踏まえた指導法を学ぶ。 
②保育・教育の現場における運動プログラムのあり方を考え、そてに相応しい指導法を学
ぶ。 
③幼少期（子ども）における、人とのふれあい、コミュニケーション力、人とかかわる力を
育むをテーマにした 運動プログラム、ふれあ 

19.教科書・教材 
毎回の授業資料には Web クラスにて配信。 
また必要に応じて参考資料、プリントを配布（Web クラスにて配信） 

20.参考文献 ※幼児期運動指針（文部科学省より） 

21.成績評価 

①振り返りレポート＝10％ 
②運動指導プランニングシート（2 枚）＝40％ 
 （運動指導プランニングシート作成を行った授業時に提出。） 
③総括試験（秋学期最終）＝50％ 
 

22.コメント 

※全てにおいて固定概念を取り除き、柔軟で新たな発想力や想像力を待ちましょう。 
※現場実習の経験や知識を活かして、子どもたちの姿や現場を深くイメージする。 
※課題の作成においては、素早くイメージし、見通しを持って計画的に取り組む。 
※毎回、ノート PC を持参すること。 
 

23.オフィスアワー 月曜日/金曜日の午前中は講師控室にて質問などを受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
9/26 
 

秋学期オリエンテーション 
※授業の概要とテーマ、計画の解説。 
 

〇シラバスの内容を事前に確認しておく。 
〇幼児の運動プログラムについて自分なりに
調べておく（60 分） 
◆シラバス持参 



 

第 2 回目 
10/3 
 

子どもを取り巻く環境とその現状 
※子どもを取り巻く環境の現代と昔。 
※幼児期の身体的特徴と精神的特徴。 
 

〇現代の子どもたちの生活環境について予習
予しておく。 
〇幼児期の子どもたちの身体の仕組みなどを
調べておく。 
(120 分） 
 

第 3 回目 
10/17 
 

運動（体育）指導者の大きな使命と役割 
※幼児、児童に携わる運動指導者に必要な資質とは。 
 

〇幼児、児童の運動プログラムの復習として
指導のねらい、ポイントを書きだしてまとめ
ておく。 
(120 分） 
 

第 4 回目 
10/24 
 

保育、教育としての運動プログラムについて 
※保育、教育の現場における運動あそび、集団あそび
の現状とあり方について。 
 

〇幼児、児童の運動プログラムの復習として
保育としての運動プログラムのねらい、ポイ
ントを書きだしてまとめておく。 
(120 分） 
 

第 5 回目 
10/31 

運動指導の現場を想定して、指導プランニングを作成
Ⅰ 
※ふれあい運動あそび指導案① 
 

〇予習として幼児のふれあい運動あそびをい
くつかイメージしておく。（60 分） 
〇作成中のプランニングシート①を別紙に下
書きしておく。（60 分） 
 

第 6 回目 
11/7 
 

運動指導の現場を想定して、指導プランニングを作成
Ⅱ 
※ふれあい運動あそび指導案② 
 

〇予習として幼児のふれあい運動あそびをい
くつかイメージしておく。（60 分） 
〇作成中のプランニングシート②を別紙に下
書きしておく。（60 分） 
 

第 7 回目 
11/14 
 

運動指導の現場を想定して、指導プランニングを作成
Ⅲ 
※ふれあい運動あそび指導案③ 
 

〇予習として幼児のふれあい運動あそびをい
くつかイメージしておく。（60 分） 
〇作成中のプランニングシート③を別紙に下
書きしておく。（60 分 
 

第 8 回目 
11/21 
 

幼児期から児童前期にかけての運動指導と発育発達に
ついて 
※幼児期運動指針の紹介。 
※幼児期、児童前期の運動指導と発育・発達について 
 

〇幼児期運動指針を調べ目をしておく（60
分） 
〇幼児、児童の運動指導を復習として保育と
しての運動プログラムのねらい、ポイントを
書きだしてまとめておく。 
(120 分） 
 

第 9 回目 
11/28 
 

乳児の運動プログラム 
※乳児期の特徴と運動について 
※乳児の運動とあそびの紹介 
 

〇予習として乳児の特徴や体の仕組みを調べ
目をしておく（60 分） 
〇復習として、乳児の運動プログラムのねら
い、ポイントを書きだしてまとめておく。 
(120 分） 
 

第 10 回目 
12/5 
 

技能指導と安全な補助法について 
※幼児の年齢や時期時における技能指導、段階指導に
ついて 

〇幼児の技能指導・段階指導・安全な補助法
のポイントを書きだしてまとめておく。 
(120 分） 



※技能指導ける安全な補助法について 
 

 

第 11 回目 
12/12 
 

冬の運動プログラム：⻤ごっこあそび 
※冬の運動プログラム、⻤ごっこあそびの紹介。 
※冬の運動プログラム・⻤ごっこあそびのねらいとポ
イント 
 

〇冬の運動プログラム・⻤ごっこあそびの指
導法やポイントを書きだしてまとめておく。 
(120 分） 
 

第 12 回目 
12/19  
 

指導法「コーディネーション」 
※コーディネーショントレーニングについて 
 

〇予習としてコーディネーション について
前もって調べておく。（60 分） 
〇コーディネーションの復習としてポイント
を書き出してまとめておく。（60 分） 
 

第 13 回目 
1/16 
 

幼児体育とは 
※幼児体育のあり方と幼児体育指導指について 
 

〇幼児体育のあり方 r と指導法について復習
としてポイントを書き出してまとめておく。
（60 分） 

第 14 回目 
1/23 
 

秋学期の振り返りとまとめ 
※これまでの授業でのポイントやキーワードを整理し
理解する。 
 

〇秋学期の振り返りとまとめを行っておく
（60 分） 

第 15 回目 
1/30 
 

総括試験（秋学期）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED312-
A55 

2.科目名 幼稚園教育実習事前事後指導 (2020 年度生) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之、下里里枝 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 これまで学んできた幼児教育にかかわる専門的知識や技能を基礎に、実習という実践現場
で総合的に能力が発揮できるための準備を進めていく。また、何のために幼稚園教育実習に
いくのか、実習先はどのような所なのか、実習はどのようなことをするのかなどを理解さ
せ、実習を効果的に行うための動機付けを行う。 
 実習に必要な社会人としてのマナーの自覚や意識化、実習園でのオリエンテーションの持
ち方、事務的な手続きについても具体的に指導を行う。 
 事後指導は、実習体験をどのように捉えているか、実習の学びを考えさせる。実習日誌や
実習園の評価を基に振り返り、次回の実習に活かせるよう新たな課題について学び、発揮で
きるようにする。 
※これからの社会で求められる人材を育成していくため、本授業では、ICT を活用した保育
の展開方法の検討や、DX 教材の 360 度カメラを用いた、振り返りを実施します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（４）（５）（６）の学修に関連している。 
①実習記録や指導計画作成の方法をしっかりと学ぶ。 
②模擬保育を通して、実習に必要な知識技能を身に付ける。 

19.教科書・教材 

・幼稚園教育実習記録ノート 
・幼稚園教育実習ハンドブック 
 （上記 2 冊は授業で配布する） 
名須川 知子 監修・大方 美香 監修・⻲山 秀郎 編著（2018）『保育所・幼稚園・幼保連
携型認定こども園実習』ミネルヴァ書房 

20.参考文献 ・「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

21.成績評価 

・模擬保育（絵本、手遊び、ピアノ等も含む）の評価点  10 点（学習目標①②に対応） 
・模擬保育の指導案                  30 点（学習目標①②に対応） 
・指導案                       20 点（学習目標①②に対応） 
・実習記録の作成                       20 点（学習目標①②に対
応） 
・レポート 実習目標・実習Ⅰの反省              20 点（学習目標①②に対
応） 
   ※ワークシートや資料は締め切りまでにウエブクラスに提出のこと 

22.コメント 

・実習は社会へ踏み出すスタートです。実習現場では社会人としての自覚や行動が求められ
ます。 
・授業の遅刻、欠席は厳禁です。 
・大切な子どもの命を預かる現場です。健康管理に留意し、緊張感を持って臨みましょう。 
・保育記録の取り方、子どもの見取り方を身に付けて実習に臨みましょう。 
・幼稚園実習Ⅱを履修した人は、夏学期に 2 回目の実習があります。部分実習、責任実習が
入ってきますので、指導案の苦手意識を克服し、手遊びやピアノなど保育技術のメニューを
増やすなど自分で準備しておきましょう。 



23.オフィスアワー 
・⽕曜日昼休み（椋田） 
・⽕曜日昼休み（下里） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 

・幼稚園教育実習Ⅰ・Ⅱの意義と内容 
・幼稚園教育実習Ⅱの実習先の依頼確認 
・幼稚園教育実習ハンドブックと実習記録ノートの使
い方 
・保育の実際 
 幼稚園での子どもや教師の様子について（文科省ビ
デオ視聴） 

〇実習ハンドブックを読み直し、意義と内容
を理解し、自分の課題を明確にする。（120
分） 

2 回目 
・効果的な実習記録の書き方 
 〇今日の学びと振り返りのまとめ（60 分） 

3 回目 
・実習個人票の書き方 
・実習記録の書き方 
 

・個人票の下書きをする 

4 回目 ・指導案の作成練習① 〇指導案作成、ウエブクラスに提出 

5 回目 

・指導案の作成練習② 
模擬保育のグループを決める 
「お楽しみ会」の内容の検討 
・個人票作成 

・個人票提出 
 

６回目 ・指導案の作成練習③ 
「お楽しみ会」の流れの確認・指導案作成 

★模擬保育の準備 

7 回目 ・指導案に沿った模擬保育の実践 ★指導案③提出 
〇模擬保育の準備 

8 回目 ・指導案に沿った模擬保育の実践 〇模擬保育の準備 
９回目 ・指導案に沿った模擬保育の実践 〇模擬保育の準備 

10 回目 

・指導案に沿った模擬保育の実践 
  （360 度カメラを使用した幼稚園での実践） 
 ※変更があるかもしれません。 
 

〇授業の振り返りとまとめ 

・11 回目、
12 回目 
日程はウエ
ブクラスで
通知 
（2023 年 4
月初旬、春
学期授業開
始前を予
定） 

・実習直前の事前指導 
（幼稚園教育実習Ⅰに向けてのオリエンテーションや
最終確認をグループでする。事務的な手続き等の確認
をする） 
・グループで話し合ったことをまとめる。 
・お礼状の書き方 

〇実習に向けて準備 

【第 13 回】  
日程はウエ
ブクラスで
通知 

・幼稚園教育実習Ⅰ反省会(レポート作成・発表) 
  
 

〇提出物はウエブクラスへ。 

１４回目 
（ウエブク
ラスで通

 
・幼稚園教育実習Ⅱに向けてのオリエンテーションや
最終確認  

〇提出物はウエブクラスへ 



知）  
 

 幼稚園教育実習Ⅱ ２０２2 年９月初旬〜１０日間 
        ＜実習先は１年前に依頼して了承を
得た幼稚園＞ 
 

15 回目 
日程はウエ
ブクラスで
通知 

・幼稚園教育実習Ⅱ反省会(レポート作成・発表) 〇提出物はウエブクラスへ 

   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED313-
A51 

2.科目名 乳児保育Ⅱ (教育･保育 B)(福祉･保育コース) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 3 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１．乳児保育の発育、発達の過程や特性を踏まえた生活や遊びの援助や関わりの基本的な考
え方について理解する。 
２．養護及び教育の一体性を踏まえ、乳児保育の方法及び環境構成について、具体的に理解
する。 
３、乳児保育における配慮の実際について、具体的に理解する。 
４、上記１〜３を踏まえ、乳児保育における指導計画の作成について、具体的に理解する。 
   ※「乳児保育」とは、３歳未満児を念頭においた保育を示す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP の（１）（２）（４） の学修に関連している。 
①乳児保育Ⅰで学んだことを踏まえて、乳児保育の意義について理解できることを目標とす
る。 
②乳児の発達を理解し、関わり方や援助方法など具体的に対応できることを目標とする。 
③乳児保育の今日的課題に対して、関心をもって考えることができることを目標とする。 

19.教科書・教材 
保育所保育指針 
教材は適宜配布する。 

20.参考文献 適宜紹介する。 

21.成績評価 

・課題レポート                 1 回 ・・10 点 （学習目標①に対
応） 
・グループワークと発表・グループワークシート  1 回 …10 点 （学習目標②に対応） 
・ワークシート                 ６回・・・30 点（学習目標②③に対
応）  
・総括試験                   50 点（学習目標①②③に対応） 
   ※期日を守って定められた方法で提出することで評価します。 
    締め切りを過ぎたものは評価しません。 

22.コメント 

・ウエブクラスに事前に授業の資料は見れるようにしておきます。目を通して授業にのぞみ
ましょう。 
・保育現場では、乳児保育へのニーズが高まってきています。そのため、乳児保育の重要性
や、保育の質が求められています。しっかり学びましょう。 
・状況に応じて、授業内容や授業形態が変更するかもしれません。ご承知ください。 
・授業を欠席しないようにしましょう。 

23.オフィスアワー ・⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 

・オリエンテーション（授業内容と進め方、評価など
について） 
・乳児保育Ⅰのふりかえり 
 

〇乳児保育 1 の復習をしておくこと 

第 2 回目 ・乳児保育の意義 〇授業で説明した保育所保育指針を復習して



〇「保育所保育指針」における乳児保育の考え方 
〇乳児保育の役割と機能 
〇乳児保育の現状と課題 

おくこと。 

第 3 回目 

・乳児の発達に応じた保育内容 
 ①6 か月未満の子どもの育ちと保育内容 
   課題レポート① 
 

〇課題レポート① 
「子どもの発達におけるアタッチメント（愛
着）とはどういうことか」（11 月 15 日まで
にウエブクラスに提出） 

第 4 回目 

②6 か月以上 1 歳未満の子どもの育ちと保育内容 
 食事の援助と環境構成（授乳・離乳食など） 
 ワークシート① 
 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート①ウエブクラスに１０月３１
日までに提出 
 

第 5 回目 
③1 歳以上 2 歳未満の子どもの育ちと保育内容 
 

〇今日の学びの振り返り 
 

第 6 回目 ④2 歳〜3 歳の子どもの育ちと保育内容 
 ワークシート② 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート?、ウエブクラスに１１月１
４日までに提出。 

第 7 回目 

乳児保育における健康と安全について（安全対策や事
後防止、アレルギー児への対応、園内外での遊びの対
応、虐待・防災対策など） 
 

〇今日の学びの振り返り 

第 8 回目 
乳児保育における排泄・睡眠・着脱・清潔などに関す
る援助と環境 
ワークシート③ 

〇今日の学びの振り返り  
〇ワークシート③ 
１１月２８日までにウエブクラスに提出。 
〇乳児向き絵本と手遊びを調べる 

第 9 回目 
グループワーク 課題と発表 
グループで「乳児向き絵本と手遊び」を調べて発表 
 

〇今日の学びの振り返り 
〇グループワークシートは１２月５日までに
ウエブクラスに提出。 
 

第 10 回目 
3 歳未満児の指導計画の立て方 
ワークシート④ 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート④は１２月１３日までにウエ
ブクラスに提出。 

第 11 回目 子どもの発達を促すおもちゃについて 
〇今日の学びの振り返り 
 

第 12 回目 
乳児保育を支える連携・協働について 
ワークシート⑤ 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート⑤は 12 月 21 日までにウエ
ブクラスに提出 
 

第 13 回目 ・事例について演習  
  ワークシート⑥ 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート⑥は 1 月 14 日までにウエブ
クラスに提出 
 

第 14 回目 ・事例についての演習 〇今日の学びの振り返り 
これまでの配布物をまとめて復習しておく 

第 15 回目 乳児保育Ⅱのまとめと総括試験にむけて 〇総括試験に向けて復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED313-
A52 

2.科目名 乳児保育Ⅱ (教育･保育 A) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 3 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１．乳児保育の発育、発達の過程や特性を踏まえた生活や遊びの援助や関わりの基本的な考
え方について理解する。 
２．養護及び教育の一体性を踏まえ、乳児保育の方法及び環境構成について、具体的に理解
する。 
３、乳児保育における配慮の実際について、具体的に理解する。 
４、上記１〜３を踏まえ、乳児保育における指導計画の作成について、具体的に理解する。 
   ※「乳児保育」とは、３歳未満児を念頭においた保育を示す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP の（１）（２）（４） の学修に関連している。 
①乳児保育Ⅰで学んだことを踏まえて、乳児保育の意義について理解できることを目標とす
る。 
②乳児の発達を理解し、関わり方や援助方法など具体的に対応できることを目標とする。 
③乳児保育の今日的課題に対して、関心をもって考えることができることを目標とする。 

19.教科書・教材 
保育所保育指針 
教材は適宜配布する。 

20.参考文献 適宜紹介する。 

21.成績評価 

・課題レポート                 1 回 ・・10 点 （学習目標①に対
応） 
・グループワークと発表・グループワークシート  1 回 …10 点 （学習目標②に対応） 
・ワークシート                 ６回・・・30 点（学習目標②③に対
応）  
・総括試験                   50 点（学習目標①②③に対応） 
   ※期日を守って定められた方法で提出することで評価します。 
    締め切りを過ぎたものは評価しません。 

22.コメント 

・ウエブクラスに事前に授業の資料は見れるようにしておきます。目を通して授業にのぞみ
ましょう。 
・保育現場では、乳児保育へのニーズが高まってきています。そのため、乳児保育の重要性
や、保育の質が求められています。しっかり学びましょう。 
・状況に応じて、授業内容や授業形態が変更するかもしれません。ご承知ください。 
・授業を欠席しないようにしましょう。 

23.オフィスアワー ・⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 

・オリエンテーション（授業内容と進め方、評価など
について） 
・乳児保育Ⅰのふりかえり 
 

〇乳児保育 1 の復習をしておくこと 

第 2 回目 ・乳児保育の意義 〇授業で説明した保育所保育指針を復習して



〇「保育所保育指針」における乳児保育の考え方 
〇乳児保育の役割と機能 
〇乳児保育の現状と課題 

おくこと。 

第 3 回目 

・乳児の発達に応じた保育内容 
 ①6 か月未満の子どもの育ちと保育内容 
   課題レポート① 
 

〇課題レポート① 
「子どもの発達におけるアタッチメント（愛
着）とはどういうことか」（11 月 15 日まで
にウエブクラスに提出） 

第 4 回目 

②6 か月以上 1 歳未満の子どもの育ちと保育内容 
 食事の援助と環境構成（授乳・離乳食など） 
 ワークシート① 
 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート①ウエブクラスに１０月３１
日までに提出 
 

第 5 回目 
③1 歳以上 2 歳未満の子どもの育ちと保育内容 
 

〇今日の学びの振り返り 
 

第 6 回目 ④2 歳〜3 歳の子どもの育ちと保育内容 
 ワークシート② 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート?、ウエブクラスに１１月１
４日までに提出。 

第 7 回目 

乳児保育における健康と安全について（安全対策や事
後防止、アレルギー児への対応、園内外での遊びの対
応、虐待・防災対策など） 
 

〇今日の学びの振り返り 

第 8 回目 
乳児保育における排泄・睡眠・着脱・清潔などに関す
る援助と環境 
ワークシート③ 

〇今日の学びの振り返り  
〇ワークシート③ 
１１月２８日までにウエブクラスに提出。 
〇乳児向き絵本と手遊びを調べる 

第 9 回目 
グループワーク 課題と発表 
グループで「乳児向き絵本と手遊び」を調べて発表 
 

〇今日の学びの振り返り 
〇グループワークシートは１２月５日までに
ウエブクラスに提出。 
 

第 10 回目 
3 歳未満児の指導計画の立て方 
ワークシート④ 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート④は１２月１３日までにウエ
ブクラスに提出。 

第 11 回目 子どもの発達を促すおもちゃについて 
〇今日の学びの振り返り 
 

第 12 回目 
乳児保育を支える連携・協働について 
ワークシート⑤ 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート⑤は 12 月 21 日までにウエ
ブクラスに提出 
 

第 13 回目 ・事例について演習  
  ワークシート⑥ 

〇今日の学びの振り返り 
〇ワークシート⑥は 1 月 14 日までにウエブ
クラスに提出 
 

第 14 回目 ・事例についての演習 〇今日の学びの振り返り 
これまでの配布物をまとめて復習しておく 

第 15 回目 乳児保育Ⅱのまとめと総括試験にむけて 〇総括試験に向けて復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED321-
A51 

2.科目名 子どもの家庭支援の心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

必須科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科 
 ＊他の学科も履修可能 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 保育士資格取得必須 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

子どもの成⻑・発達に対して、「家庭・家族」と「地域社会」は大きな影響を及ぼす。そこ
でまず、子どもの発達をどのように見ていくべきものなのか、基本的な知識の整理をする。
そのうえで、現代社会における「家族・家庭」の機能に焦点を当て、子どもの育ちと親の育
ちの関係性、そして子育てのあり方について学んでいく。そのプロセスを通して、子どもの
育ちに関する発達心理学的視点、および家族・家庭に関する社会学的視点を学ぶ事によっ
て、現代社会の子育て家庭を取り巻く課題を理解し、子どもと家庭に対する支援のあり方を
模索することを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【DP に基づく、学習目標】 
（２）社会的貢献性 （４）問題発見・解決力 
①授業で学んだことをもとに、社会で起こっている様々な問題に気づき、それに対して、自
分は何 
 ができるかを考え、自分なりに社会に向かって貢献できることを考え行動することができ
るよう 
 になる。 
② 教育・福祉に関する仕事を深く知り、、興味を持つことができる。 
③自分の特性や性格、能力、価値観などをしっかり認識することができ、そのことが自分の
将来像 
 を思い描くことに繋がり、専門性を身に付けるプロセスを構築することができるようにな
る 
④キ 

19.教科書・教材 
教科書は使用しない。 
適時資料を配布する。 

20.参考文献 適時、紹介する。 

21.成績評価 

成績評価の方法 
 ①授業終了後のショートレポート・・・15 点 
 ②中間テスト・・・20 点 
 ③レポート 2 回・・・20 点 
 ④終了テスト・・・45 点 
授業態度、グループワークへの参加・貢献の度合いなどを加味して、評価に不公平感が生じ
ないように配慮します。 
 

22.コメント 

1~2 年生を通じて、他課目で学んできたことなどを総合的に整理しなおして、子どもとその
家庭を支援することの意味と方法について系統的に学びを深めていく。その中で、現代の子
どもと家庭が抱える問題を再確認し、個人として、そして将来の職業人としての自分にでき
る事を、「自分の事として」考える時間にしてほしい。 

23.オフィスアワー 木曜日 昼休み 



木曜日、4 時間目(研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

★授業の目標、進め方についての説明 
★乳児期の発達 
 生まれてから 2 歳ころまでの初期発達の特徴と、
保育者の関わりについて学ぶ 
★グループワーク：「保育所で、アタッチメントを育
てることができ 
          るのか」について話し合う 
          ?2 グループ発表 
 

アサインメント 
今までに学んできた関連課目を見直し、アタ
ッチメントについて理解を深めておく 
 （グループワークで必要） 
 

第 2 回 

★幼児期の発達 
 生涯発達における幼児期の発達面での特徴について
みてみる。特に幼児期に特徴的な発達を遂げる認知・
言語・社会性・自我の発達を中心に理解する 
 

アサインメント:レポート① 
「小 1 プロブレムの原因と対応について」 
38 文字×40 行 A41 枚にまとめてレポート作
成 

第 3 回 

★学童期の発達 
 保育は、目の前にある子どもの発達のみではなく、
将来を見通して必要な用語・支援を行うことを求めら
れる。そこで、学童期の発達についても理解しておく
必要があり、認知・社会性・自己概念の観点から学童
期を理解する。そのうえで、乳幼児期から学童期への
移行の在り方について考える。 
★グループワーク：「乳幼児期から学童期に移行する
ときに問題にな 
          ることとその対応について」話
し合う。 
          ?2 グループ発表 
レポート①提出 

アサインメント:レポート① 
「小 1 プロブレムの原因と対応について」 
38 文字×40 行 A41 枚にまとめてレポート作
成 

第 4 回 

★⻘年期の発達 
 ⻘年期は中学生から大学生くらいの時期を指す。子
供期から大人期への移行の時期に当たる。⻘年期に特
徴的な身体的発達、認知発達、対人関係の変化、⻘年
期の問題行動等について学ぶ。 

アサインメント 
 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉
について調べ、成人期になぜ必要になるのか
について考える 
 (グループワークで必要） 
 

第 5 回 

★成人期・中年期の発達 
 成人期は、職業に就いたり、家庭を持って子どもを
産み育てたりするなど、社会の構成員としての責任を
負い、様々な社会的役割を果たす時期。やがて中年期
に入ると。転職、失業、離婚、親の介護や死などを経
験するようになり、近しい人との関係性が変化し、自
分の生き方を考えるようになる。 
 子どもとの関係性について考えるためにもこの時期
をよく知っておく必要がある 
★グループワーク：「ワーク・ライフ・バランス」が
なぜ必要なのか 
          について話し合う 
          ?2 グループ 

中間試験に向けての準備をする 



第 6 回 

★家族・家庭の意義と機能 
 家族や家庭の概念、その存在意義と機能について学
ぶ。 
子どもが発達するための環境としての家庭という視点
から、家族・家庭を見ていく。 

中間試験に向けての準備をする 

第 7 回 

★家族関係・親子関係の理解 
 家族とはそもそも何か？私たちは家族というものが
あまりにも当たり前すぎてその本質を実は知らない。 
 家族というものを基本的に理解し、そのことで、家
族の関係性において生ずる問題に対する支援の理論や
技術について学ぶ 
★中間試験 

アサインメント 
子育てのどのような要素が、親を成⻑させる
のかについて、調査し、自分なりの考えをま
とめておく 
  (グループワークに必要） 

第 8 回 
 

★子育ての経験と親としての育ち 
 幼児教育・保育には、子育て支援が求められてい
る。そこで、親の心理や意識を十分に理解し、親とし
ての育ちについて学び、保護者支援の質を豊かなもの
にしていく。 
★グループワーク:「親としての育ちとは何か」につ
いて話し合う 
         ?2 グループ発表 

アサインメント 
家族の在り方が変化していく、社会的背景に
ついて、調査しておく 

第 9 回 

★子育てを取り巻く社会状況 
 少子化、核家族化が進む中で、子育てが孤独なもの
にならないように、どのように保育支援が組み立てら
れるのか。多様な家族の在り方にも触れながら、我が
国の子育て状況について、社会学的に見る。 
★グループワーク：「子どもを取り巻く社会の問題点
について」話し合う 
         ?2 グループ発表 

アサインメント 
家族の在り方が多様化しているといわれる
が、どのように多様化しているのかについて
調査しておく 

第 10 回 

★ライフコースと仕事・子育て 
 ライフコースの視点から、人の生涯発達を理解し、
子育て期の親や子供に影響を及ぼす様々な人々をライ
フコースの視点から理解できるようにする。そのうえ
でライフコースの視点を生かした親理解や親支援につ
いて考える 

アサインメント 
家族の在り方が多様化しているといわれる
が、どのように多様化しているのかについて
調査しておく 

第 11 回 

★多様な家庭とその理解 
 家庭の在り方が多様化する中、家族の関係性に焦点
を当てて考える。特に、社会的養護、里親や養子縁
組、片親家庭など、家族の関係性が変化することを経
験する家庭の抱える課題を理解し、その支援について
考える。そして改めて多様性について理解を深める。 
★グループワーク:なぜ、これほどまでに家族が多様
化したのか」につい 
        て話し合う 
        ?2 グループ発表 

アサインメント:レポート② 
「虐待が生じる家族構造と、その対応」 
38 文字×40 行 A41 枚以内にまとめる 

第 12 回 

★特別な配慮を要する家庭 
 子育てにおける特別なニーズを抱える家庭＝子供の
障害、虐待、マルトリートメント、保護者自身のメン
タルヘルスなどの機能不全を抱える家庭について理解

アサインメント:レポート② 
「虐待が生じる家族構造と、その対応」 
38 文字×40 行 A41 枚以内にまとめる 



しその支援について考える。 

第 13 回 

★子どもの生活環境とその影響 
 子どもの発達は生得的であると同時に、環境の影響
を受ける部分も大きい。社会の急激な変化の中で、子
どもに与えられる環境の変化、特殊な環境で育つ子供
の状況などを知り、子どもの精神発達に必要な環境に
ついて考える。 
★レポート②提出 

総括テストに向けての準備 

第 14 回 

★子どもの心の健康の保持 
 子どもの発達を見る中で、心の健康が崩れていくサ
インについて知る。そして、そのことによって引き起
こされる行動に対してどのような支援が可能かについ
て学ぶ。 

総括テストに向けての準備 

第 15 回 
【振り返りと総括】 
 ★半年間の学びについて振り返る 
 ★総括試験の実施 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED403-
A51 

2.科目名 教職実践演習（幼） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄洋史、下里里枝、椋田善之、吉田武大 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ４年生〜 

10.取得資格の要件 
幼稚園教員一種免許、保育
士資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、幼稚園・保育に関する自己課題に気付き、気付いた自己課題の改善を図ると
ともに、保育実践力を高めることを目的としています。 
【概要】 
「教職実践演習（幼）」は、幼稚園教員免許、保育士資格の取得にとって必須の科目です。
本科目では、教員・保育者として求められる、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事
項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理解やクラス運営等に関する事項、④
保育内容等の指導力に関する事項について、総合的・横断的に学ぶと共に、実践について最
終的な確認を行うことになります。将来的に教育・保育に携わる際に有用な学修となりま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
(1)幼稚園・保育に関するこれまでの学びを踏まえた自己課題に気付くことができる。 
(2)気付いた課題に対して改善を図ることができる。 
(3)保育実践力を高めることができる。 

19.教科書・教材 適宜案内します。 
20.参考文献 適宜案内します。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とします。配点は次のとおりです。 
課題 1：履修カルテ → 10％ [学習目標(1)(2)に対応] 
課題 2：自己課題（WS1） → 10％ [学習目標(1)に対応] 
カ第 3：小レポート（担当教員 4 名それぞれが一つずつ、計４つ） →80％（20％×4） 
[学習目標(1)(2)(3)に対応] 

22.コメント 
まさに教職課程の学びの集大成です。これまで得た知識と経験をこの演習で統合し、教職に
向けて実力を養いましょう。 

23.オフィスアワー 
大⻄：木曜日昼休み 
下里：⽕曜日昼休み 
吉田：⽕曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション（全体） 
・グループ分けについて 
・本授業のねらいについて 
・本授業の内容について  

〇提出物：履修カルテ 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
 



・本授業の評価について 
・履修カルテの確認と自己の課題(ＷＳ１）の確認 

【第 2 回】 

※第２回目〜第１３回目までは、下記にある A・B・
C・D の４グループに分かれて、各担当教員につき３
コマずつ学修する（配布する用紙で確認） 
「①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項」に
ついての演習 （吉田） 
◆教職実践演習の意義と保育者に必要な資質能力 

〇復習：今日の学びの振り返りとまとめ
（180 分） 
 

【第 3 回】 
「①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項」に
ついての実践演習（吉田） 
◆幼児にとっての保育者 

〇復習：今日の学びの振り返りとまとめ
（180 分） 

【第 4 回】 
「①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項」に
ついての実践演習（吉田） 
◆幼児にとっての保育者 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 2 回】【第 3 回】【第 4 回】の学
びに関する小レポート（レポート 1）作成
（225 分） 

【第 5 回】 

「③こども理解やクラス運営等に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項」についての実践演習
（大⻄） 
◆園における造形活動（幼児の発達的側面からと特徴
的側面から） 

〇提出物：レポート 1 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 6 回】 

「③こども理解やクラス運営等に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項」についての実践演習
（大⻄） 
◆園における造形活動（幼児の心理的側面からと美
的・造形的側面から） 

〇持参物：PC 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
 

【第 7 回】 

「③こども理解やクラス運営等に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項」についての実践演習
（大⻄） 
◆園における造形活動と幼児の造形過程の確認 

〇持参物：PC 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 5 回】〜【第 7 回】の学びに関
する小レポート（レポート 2）作成（225
分） 

【第 8 回】 

「②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理
解やクラス運営等に関する事項」についての実践演習
（椋田） 
◆こどもの視点から見た保育所・幼稚園から小学校へ
の移行経験の把握とその対策を考える 

〇提出物：レポート 2 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
 

【第 9 回】 

「②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理
解やクラス運営等に関する事項」についての実践演習
（椋田） 
◆保育所・幼稚園から小学校へ移行するこどもを持つ
保護者の期待や不安の把握と対策を考える 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 10 回】 

「②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理
解やクラス運営等に関する事項」についての実践演習
（椋田） 
◆アプローチプログラム・スタートカリキュラムの把
握と作成 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 8 回】〜【第 10 回】の学びに
関する小レポート（レポート 3）作成（225
分） 



【第 11 回】 
「④保育内容等の指導力に関する事項」についての実
践演習（下里） 
◆履修カルテを通して学びを振り返る 

〇提出物：レポート 3 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 12 回】 

「④保育内容等の指導力に関する事項」についての実
践演習（下里） 
◆保育者の専門性について 
 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 13 回】 
「④保育内容等の指導力に関する事項」についての実
践演習（下里） 
◆保育実践力をつけるために 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 11 回】〜【第 13 回】の学びに
関する小レポート（レポート 4）作成（225
分） 

【第 14 回】 一人一人 4 年間の学びを発表する。 
〇提出物：レポート 4 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 15 回】 これまでの学びの総まとめと自己課題の整理 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED403-
A52 

2.科目名 教職実践演習（幼） ※水 1 登録不可者 3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ４年生〜 

10.取得資格の要件 
幼稚園教員一種免許、保育
士資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「教職実践演習（幼）」は、幼稚園教員免許、保育士資格の取得にとって必須の科目です。
本科目では、教員・保育者として求められる、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事
項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理解やクラス運営等に関する事項、④
保育内容等の指導力に関する事項について、総合的・横断的に学ぶと共に、実践について最
終的な確認を行うことになります。将来的に教育・保育に携わる際に有用な学修となりま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
(1)幼稚園・保育に関するこれまでの学びを踏まえた自己課題に気付くことができる。 
(2)気付いた課題に対して改善を図ることができる。 
(3)保育実践力を高めることができる。 

19.教科書・教材 適宜案内します。 
20.参考文献 適宜案内します。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とします。配点は次のとおりです。 
課題 1：履修カルテ → 10％ [学習目標(1)(2)に対応] 
課題 2：自己課題（WS1） → 10％ [学習目標(1)に対応] 
カ第 3：小レポート（担当教員 4 名それぞれが一つずつ、計４つ） →80％（20％×4） 
[学習目標(1)(2)(3)に対応] 

22.コメント まさに教職課程の学びの集大成です。これまで得た知識と経験をこの演習で統合し、教職に
向けて実力を養いましょう。 

23.オフィスアワー 大⻄：木曜日昼休み 
下里：月曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション（全体） 
・グループ分けについて 
・本授業のねらいについて 
・本授業の内容について  
・本授業の評価について 
・履修カルテの確認と自己の課題(ＷＳ１）の確認 

〇提出物：履修カルテ 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
 

【第 2 回】 
※第２回目〜第１３回目までは、下記にある A・B・
C・D の４グループに分かれて、各担当教員につき３
コマずつ学修する（配布する用紙で確認） 

〇復習：今日の学びの振り返りとまとめ
（180 分） 
 



「①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項」に
ついての演習 （吉田） 
◆教職実践演習の意義と保育者に必要な資質能力 

【第 3 回】 
「①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項」に
ついての実践演習（吉田） 
◆幼児にとっての保育者 

〇復習：今日の学びの振り返りとまとめ
（180 分） 

【第 4 回】 
「①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項」に
ついての実践演習（吉田） 
◆幼児にとっての保育者 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 2 回】【第 3 回】【第 4 回】の学
びに関する小レポート（レポート 1）作成
（225 分） 

【第 5 回】 

「③こども理解やクラス運営等に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項」についての実践演習
（大⻄） 
◆園における造形活動（幼児の発達的側面からと特徴
的側面から） 

〇提出物：レポート 1 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 6 回】 

「③こども理解やクラス運営等に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項」についての実践演習
（大⻄） 
◆園における造形活動（幼児の心理的側面からと美
的・造形的側面から） 

〇持参物：PC 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
 

【第 7 回】 

「③こども理解やクラス運営等に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項」についての実践演習
（大⻄） 
◆園における造形活動と幼児の造形過程の確認 

〇持参物：PC 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 5 回】〜【第 7 回】の学びに関
する小レポート（レポート 2）作成（225
分） 

【第 8 回】 

「②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理
解やクラス運営等に関する事項」についての実践演習
（椋田） 
◆こどもの視点から見た保育所・幼稚園から小学校へ
の移行経験の把握とその対策を考える 

〇提出物：レポート 2 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
 

【第 9 回】 

「②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理
解やクラス運営等に関する事項」についての実践演習
（椋田） 
◆保育所・幼稚園から小学校へ移行するこどもを持つ
保護者の期待や不安の把握と対策を考える 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 10 回】 

「②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理
解やクラス運営等に関する事項」についての実践演習
（椋田） 
◆アプローチプログラム・スタートカリキュラムの把
握と作成 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 8 回】〜【第 10 回】の学びに
関する小レポート（レポート 3）作成（225
分） 

【第 11 回】 
「④保育内容等の指導力に関する事項」についての実
践演習（下里） 
◆履修カルテを通して学びを振り返る 

〇提出物：レポート 3 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 12 回】 
「④保育内容等の指導力に関する事項」についての実
践演習（下里） 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 



◆保育者の専門性について 
 

【第 13 回】 
「④保育内容等の指導力に関する事項」についての実
践演習（下里） 
◆保育実践力をつけるために 

〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 
〇予習：【第 11 回】〜【第 13 回】の学びに
関する小レポート（レポート 4）作成（225
分） 

【第 14 回】 一人一人 4 年間の学びを発表する。 
〇提出物：レポート 4 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 

【第 15 回】 これまでの学びの総まとめと自己課題の整理 
〇復習：今日の学びのふり返りとまとめ
（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ENV101-
A51 

2.科目名 環境と生活 3.単位数 2 

4.授業担当教員 今井良一 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 副専攻（環境を考える） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】持続可能な社会を次世代が受け継ぐために、私たちがどのように行動すればよいか
について考えることを目的とする。 
【概要】 
人類の生存にかかわる地球環境問題（地球温暖化、水環境の問題、放射能の問題、食環境の
問題など）の現実を学んで、その本質を知るとともに、地球環境を保全していくための方法
を学び、それを身につけていくことを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性 (2) 社会的貢献性 (3) 
多様性理解（4）問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
学習目標は次のとおりです。 
①地球温暖化や大気汚染、水不足、水質汚染、放射能汚染、食環境の悪化などの環境問題の
原因について正確に理解する。 
②その被害をうけやすい弱者、特に子どもへの深刻な被害について常に思いをはせる気持ち
を育む。 
③問題に対して、適切に対処できるようになる能力を養う。 
なお、本講義では、SDGs（持続可能な開発目標）の 17 のゴールのう 

19.教科書・教材 
今井清一／今井良一（2020）『増補改訂版 環境教育論−現代社会と生活環境−』鳥影社 
大学にて販売されるので購入すること。 
 

20.参考文献 授業内で適宜紹介する。 

21.成績評価 

①レポート（3 回分）＝45％ 【学習目標①②に対応】 
グループで議論した内容をレポートにまとめて提出。意見が教員と異なるとしても減点の対
象にはならない。講義の内容を理解し、きちんと論述できているかどうかで判断する。 
②総括試験＝55％ 【学習目標①②③に対応】 
総括試験は論述形式（2 題）とする。答案作成に際しては、まず講義内容を踏まえ解答する
ように心がけ、その上で各自の意見・感想を述べるようにすること。意見・感想が、教員と
異なるとしても、減点の対象にはならない。各自の意見・感想がない場合は、減点するので
注 

22.コメント 

①環境問題がいかに深刻であるかを知るとともに、子どもたちが豊かでかけがえのない地球
を受け継ぐために、私たちひとりひとりに一体何ができるかを常に考え、行動する姿勢をも
つこと。 
②講義の前後以外でも、WebClass にて質問ができます。質問にはできる限り即応するの
で、積極的に利用しましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
「環境と生活（環境学）」を学ぶにあたって―子ども
たちが持続可能な社会を受け継ぐために― 
・本講義で学習する環境問題について大まかに把握

・シラバスを必携のこと。 
復習:今回の復習 
予習：次回の予習（教科書を使って） 



し、講義の目標をしっかりと認識する。 
 

第 2 回 

「地球温暖化と気候の変動①」…教科書 pp.11〜25 
・地球温暖化のメカニズムと地球温暖化が地球上の生
命にどのような影響をおよぼすのかを解説する。 
 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 3 回 

「地球温暖化と気候の変動②」…教科書 pp.47〜72 
・いくつかの温室効果ガスの性質を知るとともに、地
球温暖化を解決するために、私たちひとりひとりがで
きることについて解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 4 回 
「水の浪費大国日本①」…教科書 pp.253〜266 
・世界および日本における水環境（水不足・水質汚
染）について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 5 回 

「水の浪費大国日本②」…教科書 pp.267〜288 
・水環境悪化の原因を知るとともに、それを解決する
ために、私たちひとりひとりができることについて解
説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
◎第 1 回レポート作成「日本における屎尿
の処理の歴史について」…資料については
Webclass にて配布する。グループで議論し
て、その結果をまとめる。→第 7 回の講義
の日までに Webclass にて提出。 

第 6 回 「放射線と環境破壊①」…教科書 pp.83〜91 
・放射線の種類や性質について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第７回 
「放射線と環境破壊②」…教科書 pp.92〜112 
・放射線による人体への影響を学び、今後の原発政策
のあり方を考える。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
◎第 2 回レポート作成「原発稼働に賛成か
反対か？」…グループで議論して、その結果
をまとめる。→第 9 回の講義の日までに
Webclass にて提出。 
★この日までに、第 1 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 8 回 
「食料の輸入大国日本の現実①」…教科書 pp.117〜
123 
・世界および日本の食料事情について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 9 回 

「食料の輸入大国日本の現実②」…教科書 pp.123〜
135 
・日本人の食生活がいかに輸入に依存しており（食料
自給率の低下）、それはなぜかを解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
★この日までに、第 2 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 10 回 

「食料の輸入大国日本の現実③」…教科書 pp.135〜
156 
・日本が食料を大幅に輸入に依存していることが引き
起こしている様々な問題について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 11 回 

「食料の輸入大国日本の現実④」…教科書 pp.192〜
210 
・近年、急速に広まりつつある遺伝子組み換え食品の
現状と問題点、対応策について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って) 
◎第 3 回レポート作成「生態系のバランス
が崩れると何が起こるか？」…資料について
は、Webclass にて配布する。グループで議
論して、その結果をまとめる。→第 13 回の



講義の日までに Webclass にて提出。 

第 12 回 
「国内流通食品の不安①」…教科書 pp.211〜249 
・食の大量生産・大量消費を可能にしている抗生物質
や食品添加物の問題点について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 13 回 
「国内流通食品の不安②」…教科書 pp.161〜192 
・複雑な食品表示のあり方について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
★この日までに、第 3 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 14 回 
「総復習」 
・これまでの講義内容を総復習するとともに、総括試
験に向けて、論述の方法について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 

第 15 回 「総括試験」  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ENV101-
M51 

2.科目名 環境と生活 （環境学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 今井良一 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 副専攻（環境を考える） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】持続可能な社会を次世代が受け継ぐために、私たちがどのように行動すればよいか
について考えることを目的とする。 
【概要】 
人類の生存にかかわる地球環境問題（地球温暖化、水環境の問題、放射能の問題、食環境の
問題など）の現実を学んで、その本質を知るとともに、地球環境を保全していくための方法
を学び、それを身につけていくことを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性 (2) 社会的貢献性 (3) 
多様性理解（4）問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
学習目標は次のとおりです。 
①地球温暖化や大気汚染、水不足、水質汚染、放射能汚染、食環境の悪化などの環境問題の
原因について正確に理解する。 
②その被害をうけやすい弱者、特に子どもへの深刻な被害について常に思いをはせる気持ち
を育む。 
③問題に対して、適切に対処できるようになる能力を養う。 
なお、本講義では、SDGs（持続可能な開発目標）の 17 のゴールのう 

19.教科書・教材 
今井清一／今井良一（2020）『増補改訂版 環境教育論−現代社会と生活環境−』鳥影社 
大学にて販売されるので購入すること。 
 

20.参考文献 授業内で適宜紹介する。 

21.成績評価 

①レポート（3 回分）＝45％ 【学習目標①②に対応】 
グループで議論した内容をレポートにまとめて提出。意見が教員と異なるとしても減点の対
象にはならない。講義の内容を理解し、きちんと論述できているかどうかで判断する。 
②総括試験＝55％ 【学習目標①②③に対応】 
総括試験は論述形式（2 題）とする。答案作成に際しては、まず講義内容を踏まえ解答する
ように心がけ、その上で各自の意見・感想を述べるようにすること。意見・感想が、教員と
異なるとしても、減点の対象にはならない。各自の意見・感想がない場合は、減点するので
注 

22.コメント 

①環境問題がいかに深刻であるかを知るとともに、子どもたちが豊かでかけがえのない地球
を受け継ぐために、私たちひとりひとりに一体何ができるかを常に考え、行動する姿勢をも
つこと。 
②講義の前後以外でも、WebClass にて質問ができます。質問にはできる限り即応するの
で、積極的に利用しましょう。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等および Webclass のメールにて、受講生からの質問等への対
応する。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
「環境と生活（環境学）」を学ぶにあたって―子ども
たちが持続可能な社会を受け継ぐために― 

・シラバスを必携のこと。 
復習:今回の復習 



・本講義で学習する環境問題について大まかに把握
し、講義の目標をしっかりと認識する。 
 

予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 2 回 

「地球温暖化と気候の変動①」…教科書 pp.11〜25 
・地球温暖化のメカニズムと地球温暖化が地球上の生
命にどのような影響をおよぼすのかを解説する。 
 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 3 回 

「地球温暖化と気候の変動②」…教科書 pp.47〜72 
・いくつかの温室効果ガスの性質を知るとともに、地
球温暖化を解決するために、私たちひとりひとりがで
きることについて解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 4 回 
「水の浪費大国日本①」…教科書 pp.253〜266 
・世界および日本における水環境（水不足・水質汚
染）について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 5 回 

「水の浪費大国日本②」…教科書 pp.267〜288 
・水環境悪化の原因を知るとともに、それを解決する
ために、私たちひとりひとりができることについて解
説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
◎第 1 回レポート作成「日本における屎尿
の処理の歴史について」…資料については
Webclass にて配布する。グループで議論し
て、その結果をまとめる。→第 7 回の講義
の日までに Webclass にて提出。 

第 6 回 
「放射線と環境破壊①」…教科書 pp.83〜91 
・放射線の種類や性質について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第７回 
「放射線と環境破壊②」…教科書 pp.92〜112 
・放射線による人体への影響を学び、今後の原発政策
のあり方を考える。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
◎第 2 回レポート作成「原発稼働に賛成か
反対か？」…グループで議論して、その結果
をまとめる。→第 9 回の講義の日までに
Webclass にて提出。 
★この日までに、第 1 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 8 回 
「食料の輸入大国日本の現実①」…教科書 pp.117〜
123 
・世界および日本の食料事情について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 9 回 

「食料の輸入大国日本の現実②」…教科書 pp.123〜
135 
・日本人の食生活がいかに輸入に依存しており（食料
自給率の低下）、それはなぜかを解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
★この日までに、第 2 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 10 回 

「食料の輸入大国日本の現実③」…教科書 pp.135〜
156 
・日本が食料を大幅に輸入に依存していることが引き
起こしている様々な問題について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 11 回 

「食料の輸入大国日本の現実④」…教科書 pp.192〜
210 
・近年、急速に広まりつつある遺伝子組み換え食品の
現状と問題点、対応策について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って) 
◎第 3 回レポート作成「生態系のバランス
が崩れると何が起こるか？」…資料について
は、Webclass にて配布する。グループで議



論して、その結果をまとめる。→第 13 回の
講義の日までに Webclass にて提出。 

第 12 回 
「国内流通食品の不安①」…教科書 pp.211〜249 
・食の大量生産・大量消費を可能にしている抗生物質
や食品添加物の問題点について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 13 回 「国内流通食品の不安②」…教科書 pp.161〜192 
・複雑な食品表示のあり方について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
★この日までに、第 3 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 14 回 
「総復習」 
・これまでの講義内容を総復習するとともに、総括試
験に向けて、論述の方法について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 

第 15 回 「総括試験」  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ENV101-
Y51 

2.科目名 環境と生活 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山雅男 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、さまざまな環境問題を取り扱う基礎能力を培うとともに、豊かな日本の自然
の姿を把握し、その保全の考え方を身につけることを目的とします。 
【概要】 
 植物を取り巻く主要な環境要因である光、水、大気、温度や土壌の働きについて習熟する
とともに、生物多様性の高い日本の自然への理解を深めます。また、個々の植生帯に見られ
る保全上の問題をとりあげ、いかにすれば自然を損なうことなくかかわることができるかを
考え、自然の保全についての基礎的概念を修得します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解 （4）問題発見・解決
力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 植物に影響するさまざまな環境要因について、その基本的な働きを説明できる。 
② 日本の植生について概観し、気候や文化との関わりを述べることができる。 
③ 植生におよぼす地形や地質、人為の影響を考慮し、同一気候下における生態系の多様性
を論じることができる。 
④ 身近な自然としての里山の持続可能な利用の考え方を身に付けるとともに 

19.教科書・教材 
教科書は使用しません。毎回、授業でプリントを配布します。 
 

20.参考文献 

１．岩槻邦男編・片山雅男他著『グリーンセイバー・植物と自然の基礎をまなぶ』研成社
（2002）  
  第２〜第７回の環境要因の内容が書かれています。 
２．その他、関連の文献情報は授業中に適宜紹介します。 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。  
・第７回授業で中間確認テスト         ・・・30 点   [学習目標①に対応]  
・課題１：日本の自然と文化についてのレポート ・・・10 点   [学習目標④に対応]  
・課題２：里山の自然と活用についてのレポート ・・・10 点   [学習目標④に対応]  
・第 15 回授業で総括テスト                          ・・・50 点   [総括・学習
目標①②③④に対応]  
                                  
すべての 

22.コメント 
学習内容を自らの経験・知識に照らし合わせて考えるようにしましょう。 
 

23.オフィスアワー 
授業の前後に、教室や講師控室等で、学生からの質問等への対応します。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義「環境要因と植物」   
  環境をどのように分析するのか？   
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）  
 

第２回 
 

・講義「光要因（１）光のはたらきと光合成」   
  光の重要性と植物への働き  
  効率のいい光エネルギーの利用法 無駄なく光を
利用するために 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）  
 

第３回 

・講義「光要因（２）光形態形成」   
  光刺激を利用した調節機能  
  光の力で成⻑のコントロール 
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 
 

第４回 

・講義「水要因」   
  植物にとっての水の役割  
  生命活動の源 
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第５回 

・講義「大気要因」   
  二酸化炭素・酸素のはたらき  
  地球温暖化はなぜ起こるのか？ 
  大気汚染 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第６回 

・講義「温度要因」   
  最適温度と高温障害・低温障害 
  なぜ常緑樹の葉は冬でも凍らないのか（植物の耐
凍性） 
  ⻩葉、紅葉と落葉の仕組み 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第７回 
・講義「土壌要因」   
  土壌の作られ方  森の落ち葉の行方は？ 
・中間確認テスト 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 
 

第８回 
・講義「東アジアの植生と日本の植生」   
  日本の自然環境と豊かな植物相  
  日本の自然を理解するために 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第９回 
・講義「亜熱帯の自然と琉球文化」   
  亜熱帯多雨林の自然  
  豊かな自然にはぐくまれた琉球文化 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１０回 

・講義「暖温帯の植生と照葉樹林文化」   
  暖温帯常緑樹林の自然と照葉樹林文化  
   身近な自然を理解するために 
  中間温帯の自然 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）                 
課題１のレポート作成 

第１１回 
・講義「里山の生態学」   
  里山の自然と保全・活用  
  人とともに生きる生物・生物とともに生きる人 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１２回 
・講義「冷温帯の植生（ブナ帯）とナラ林文化」   
  冷温帯夏緑広葉樹林と日本海多雪地の植物 
  世界遺産白神山地のブナ林 豊かな森の恵み 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 



第１３回 

・講義「奥山の自然と人の暮し  中山間地へのエコ
ツアー」     
  循環型の里山利用 持続可能な自然利用の智恵を
探る 
  汎針広混交林  北海道の自然 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１４回 

・講義「亜高山帯の植生（亜寒帯植生）」   
  亜高山針葉樹林とお花畑  追い詰められた植物
たち      ・講義「高山帯の植生 −たくまし
く生きている可憐な草花− 」   
  厳しい生育環境への適応 生き抜くためのさまざ
まな知恵 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１５回 ・総括テストとまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ENV201-
M51 

2.科目名 環境保全論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡部清一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、地球環境や地域環境保全に向けて、従来の社会や人間活動、経済活動
のあり方を見直し、自然と人間の新しい関係、持続可能な社会の必要性について学習し、対
応能力を身につけることを目的とします。 
【概要】具体的には、自然科学分野における地球環境、海洋環境、生物の多様性、社会科学
分野における循環型社会の形成と取組、経済活動における企業の取組、地域社会活動や行政
の取組、国際的な環境保全への取組や、震災や豪雨への影響と対策などについて学習いたし
ます。さらに、受講生間で持続可能な社会の実現に向けたディスカッションやアイデアの創
出をグループワークなどで行い、課題解決能力や柔軟な発想能力を身につけることを目指し
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の次の４つの学習に関連しています。 
１．社会的貢献性（社会に能動的に貢献する姿勢） 
  社会のルールを守り、他者と協働しながら、組織や集団の目的達成に貢献することがで
きる。 
２．多様性理解（多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力） 
  世界には、様々な文化や価値観をもった人々がいることを理解し、違いを尊重しながら
行動で        きる。 
３．問題発見・解決力 
  組織や集団において情報の収集・分析を行い、問題を発見したり、解決へのアイデアを
提案したり 

19.教科書・教材 必要な教材は授業内にて配布致します。 

20.参考文献 １．適宜、必要なものは資料を配布します。 
２．その他、関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介いたします。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
１．評価の方法：総括試験、中間試験、毎回のコメント（レポート） 
２．成績の配分：総括試験５０％、中間試験３０％、毎回のコメント（レポート）２０％ 
３．すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が６０％以上で合格となる。 
４．単位認定の前提・要件：期末テスト、中間試験に加えてレポートも、提出することが単
位認定の条件になるので注意すること。 

22.コメント 筆記用具は、毎回持参のこと。 
23.オフィスアワー 毎週⽕曜日 3 限目：教室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

【地球環境の保全】 
・オリエンテーション（本授業の目的・内容・進め
方・受講上の留意点などについて） 
・地球温暖化対策、気候変動の影響への適応、オゾン
層保護対策 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 2 回】 【生物多様性の保全①】 復習：今回の授業及び授業ノートの整理 



・生物多様性保全と国土保全管理、海洋における生物
多様性の保全 

【第 3 回】 
【生物多様性の保全②】 
・野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化、持
続可能な農林水産業 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 4 回】 
【循環型社会の形成】 
・廃棄物等の発生、循環的利用及び処分の現状、持続
可能な社会づくりとの統合的取組 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 5 回】 
【ライフサイクル全体での資源循環】 
・ライフサイクルアセスメント 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 6 回】 
【水、土壌、地盤、海洋、大気の環境保全】 
・水質、土壌、地盤、海洋、大気の環境保全への取組 復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 7 回】 【中間試験】 
・これまでの授業を振り返り 

筆記用具持参のこと。スマートフォン、パソ
コンの持ち込みは不可。 

【第 8 回】 【農林業における環境保全と地域経営】 
・農業・農村の有する多面的機能とその役割 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 9 回】 
【地域や私たちが始める持続可能な社会づくり】 
・持続可能で強靱な地域づくり、地域循環共生圏 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 10 回】 
【地域や私たちが始める持続可能な社会づくり②】 
・地産地消と SDG's 復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 11 回】 
【コロナウィルスと持続可能な社会づくり】 
・コロナウィルスと持続可能な社会づくり 復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 12 回】 【コロナウィルスと持続可能な社会づくり②】 
・ポストコロナ時代のワークライフスタイル 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 13 回】 
【地域開発・地域活性化における環境保全への取組】 
・開発が地域に与える影響とその保全について 
 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 14 回】 
【最終総括講義】 
・これまでの講義内容を振り返って。 
 

復習：今回の授業及び授業ノートの整理 

【第 15 回】 【総括試験】 筆記用具持参のこと。スマートフォン、パソ
コンの持ち込みは不可。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE102-
A54 

2.科目名 体育指導Ⅱ (4/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 今中洋 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件 
3 回生・4 回生秋学期開講の「幼児指導
法」を履修することで、より深く実技と理
論の両方を学ぶことが出来る。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習＆講義 
16.履修制限 履修の制限制として、実技を含みますので最大 50 名までとします。 

17.授業の目的と概要 

幼児期の子どもたちに相応しい運動プログラムやふれあいゲームの内容を講義・実技を通し
て学びます。また、幼児の特性を理解した指導上の「展開」「配慮」「適切な援助やかかわ
り」など、指導者として必要な資質を身につけます。その他、幼児の運動プログラムを通し
て、子どもの発育・発達などに触れ、身体面・精神面での特徴（子ども理解）などの知識を
深めます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

※この科目では、講義やグループでの演習（実技）にて共に活動を体験し、考えや意見を出
し合いながら、以下の事柄を学びます。 
主に【専門的知識・技術活用力】・【コミュニケーションスキル】を身に着けます。 
具体的には... 
①幼児に相応しい運動プログラムの理論と実践を学ぶ。 
②幼児の発育発達を理解し、それを踏まえた指導法を学ぶ。 
③幼児の特性を理解し、適切な配慮と援助（かかわり方）を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 授業内に適宣プリント・テキストを配布。（Web クラスにて配信） 
20.参考文献 幼児期運動指針（文部科学省より） 

21.成績評価 

①授業の振り返りレポート＝30％ 
 （実技演習の際、授業の振り返りレポートを A4 レポート用紙にまとめ翌週に提出。） 
②グループワークシート（2 回）＝20％ 
 （グループワークを行った授業の際、もしくは翌週に提出。） 
③総括試験＝50％ 
 

22.コメント 

■「実技演習」の際には、必ず大学指定のジャージ上下を着用のこと。毎回、インシューズ
を持参。 
 また、アクセサリー類（ピアス・指輪・ネックレス）などは、事前にはずしておくこと。 
■コミュニケーション力・リーダーシップ・メンバーシップを高める為に、授業の中にグル
ープワークを取り入れる。 
■演習（実技）では、自ら学ぶことと楽しむことを忘れず、仲間と共に積極的に参加するこ
と。 
 

23.オフィスアワー 金曜日 3 限目の時間帯に講師控室にて質問などを受け付けています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回目 
9/30 
 

秋学期オリエンテーション＝「講義」 
※年間授業のテーマと概要の説明。 
※秋学期授業の具体的な内容とテーマの解説。 

〇幼児の運動/体育について自分なりに調べ
る（120 分） 
〇シラバスの内容を事前に確認しておく。 



※授業シラバス持参。 
 

 

第 2 回目 
10/7 
 

運動会に向けた取り組み＝「講義」 
※幼稚園・保育園などの園生活において運動会と
は・・・。 
※幼児の運動会種目の紹介（ねらいとポイント） 
 

〇幼稚園・保育園での運動会や競技・演技に
ついて予習しておく。（60 分） 
〇幼児の運動会種目を復習として「ポイント
やねらいを書きだしてイメージを深める。
（60 
◆ノート PC 持参。 
 

第 3 回目 
10/14 
 

運動会プログラムⅠ＝「実技」 
※保育としての運動会の取り組みについて。 
※乳児・幼児の運動会競技種目の紹介。 
 

〇幼児運動会種目の復習としてポイントやね
らいを書き出して資料としてまとめておく。
（60 分） 
〇幼児の運動会競技、指導展開方法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 

第 4 回目 
10/21 
 

運動会プログラムⅡ＝「実技」 
※保育としての運動会の取り組みについて。 
※乳児・幼児の運動会競技種目の紹介②。 
 

〇幼児運動会種目の復習としてポイントやね
らいを書き出して資料としてまとめておく。
（60 分） 
〇幼児の運動会競技、指導展開方法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分 
 

第 5 回目 
10/28 
 

運動会プログラムⅢ＝「実技」 
※保育としての運動会の取り組みについて。 
※親子・保護者・卒園児の運動会競技種目の紹介② 
 

〇親子・保護者・卒園児運動会種目の復習と
してポイントやねらいを書き出して資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇親子・保護者・卒園児運動会競技、指導展
開方法を実践できるようにイメージを深める
（60 分） 
 

第 6 回目 
11/4 
 

運動会プログラムⅣ＝「講義」 
※運動会プログラムの振り返り＆まとめ 
※ダンスづくりの内容説明＆グループ決め。 
 

〇運動会プログラム全体の復習としてポイン
トやねらいを書きだして資料としてまとめて
おく。（60 分） 
〇グループ内で検討、イメージしてダンスを
創作する。（60 分） 
◆ノート PC を持参。 
 

第 7 回目 
11/11 
 

幼児期〜児童前期の運動と発育発達＝「講義」 
※幼児期運動指針の紹介 
※幼児期、児童前期に相応しい運動プログラムと必要
な運動。 
 

〇予習として幼児期運動指針を調べ、目を通
しておく。（60 分） 
〇幼児期、児童前期の運動プログラムの復習
としてポイントやねらいを書き出して資料と
してまｔめておく。（60 分） 
 

第 8 回目 
11/18 
 

冬の運動プログラムⅠ＝「実技」 
※カラダもココロも温まる冬の運動プログラムの紹
介。 
※活動を通して、社会性を身に着ける保育的な取り組
み。 
 

〇冬の運動プログラムの復習としてポイント
やねらいを書き出して資料としてまとめてお
く。（60 分） 
〇冬の運動プログラム指導展開方法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 

第 9 回目 冬の運動プログラムⅡ＝「実技」 〇冬の運動プログラムの復習としてポイント



11/25 
 

※カラダもココロも温まる冬の運動プログラムの紹
介。 
※活動を通して、社会性を身に着ける保育的な取り組
み 
 

やねらいを書き出して資料としてまとめてお
く。（60 分） 
〇冬の運動プログラム指導展開方法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 

第 10 回目 
12/2 
 

冬の運動プログラムⅢ＝「実技」 
※カラダもココロも温まる冬の運動プログラムの紹
介。 
※活動を通して、社会性を身に着ける保育的な取り組
み 
 

〇冬の運動プログラムの復習としてポイント
やねらいを書き出して資料としてまとめてお
く。（60 分） 
〇冬の運動プログラム指導展開方法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 

第 11 回目 
12/9 
 

ダンスづくり＝「実技」 
※グループごとで創作した「リズムダンス」の発表。 
※「リズムダンス」づくりの復習としてポイントねら
いを書きだして資料としてまとめておく。 
 

〇いろんなダンスを実践できるようにイメー
ジを深める（60 分） 
〇グループ内で検討、イメージしてダンスを
創作する。（60 分） 
 

第 12 回目 
12/16 
 

⻤ごっこあそび・ちょこっとあしおび・じっくりあそ
びⅠ＝「実技」 
※いろんな⻤ごっこあそびの紹介。 
※瞬時にできるちょこっとあそび＆じっくりかかわる
あそびの紹介。 
 

 
〇⻤ごっこあそび・ちょこっとあそび・じっ
くりあそびの復習としてポイントやねらいを
書き出して資料としてまとめておく。（60
分） 
〇⻤ごっこあそび・ちょこっとあそび・じっ
くりあそびの指導展開方法を実践できるよう
にイメージを深める（60 分） 
 

第 13 回 
12/23 
 

⻤ごっこあそび・ちょこっとあしおび・じっくりあそ
びⅡ＝「実技」 
※いろんな⻤ごっこあそびの紹介。 
※瞬時にできるちょこっとあそび＆じっくりかかわる
あそびの紹介。 
 

〇⻤ごっこあそび・ちょこっとあそび・じっ
くりあそびの復習としてポイントやねらいを
書き出して資料としてまとめておく。（60
分） 
〇⻤ごっこあそび・ちょこっとあそび・じっ
くりあそびの指導展開方法を実践できるよう
にイメージを深める（60 分） 
 

第 14 回目 
1/6 
 

1 年間の振り返り＆まとめ 
※春学期・秋学期の実技・講義のまとめ＆振り返り。 
 

〇秋学期の実技・講義を振り返り、まとめて
おく。 
◆ノート PC 持参。 
 

第 15 回目 
1/20 
 

総括試験（秋学期）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE106-
A51 

2.科目名 音楽Ⅱ・器楽 (1/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを音楽Ⅰから継続して選択し、課題として与えられた曲群から、指定された
曲数を既習すること。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ 1 曲任意に選択、「弾き歌い」課題曲 1
曲 
コース B： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネ
アルバムⅠⅡ巻（緩徐楽章を除く）、ソナタアルバムⅠ巻から任意に選択した 1 曲、弾き歌
い自由曲 1 曲 
期末テスト:ブルグミュラー1 頁の作品 2 曲、当日 1 曲指定。弾き歌い（おもちゃのマーチ・
さよならのうた・まつぼっくり・せんろはつづくよどこまでも・虫のこえ・かたつむり）か
ら 4 曲 
コース A、コース B とも  
自主課題として上記より多い曲数を既習すること。 
  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を習得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
【自律性】 
自分の目標をもち、その実現のために自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
コースＡ： 
・「弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりなが
ら、作品の特徴を生かし た演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ任意に選択
した 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品 

19.教科書・教材 バイエル上・下巻  



ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠⅡ巻 
ソナタアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 

20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い自由曲 10％×1 曲＝10％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×2 曲＝24％ 弾き歌い課題曲:10％×1 曲＝10％ 
自主課題＝12％ 
コース B: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い課題曲 8％×2 曲＝16％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×1 曲＝12％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲＝16％ 
自主課題＝12％ 
 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 

オリエンテーション 
 学習コースを音楽Ⅰから継続し、中間テストでのソ
ロ曲、弾き歌い曲を相談・決定する。確認テストの 2
曲の読譜する。 
 

〇学修時間 60 分 
ソロ曲、弾き歌い曲の練習 
 

10/3 

確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/17 
確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/24 確認テスト 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 

10/31 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/7 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 



 

11/14 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/21 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/28 
中間テスト 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/5 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/12 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/19 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/16 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/23 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/30 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE106-
A52 

2.科目名 音楽Ⅱ・器楽 (2/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを音楽Ⅰから継続して選択し、課題として与えられた曲群から、指定された
曲数を既習すること。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ 1 曲任意に選択、「弾き歌い」課題曲 1
曲 
コース B： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネ
アルバムⅠⅡ巻（緩徐楽章を除く）、ソナタアルバムⅠ巻から任意に選択した 1 曲、弾き歌
い自由曲 1 曲 
期末テスト:ブルグミュラー1 頁の作品 2 曲、当日 1 曲指定。弾き歌い（おもちゃのマーチ・
さよならのうた・まつぼっくり・せんろはつづくよどこまでも・虫のこえ・かたつむり）か
ら 4 曲 
コース A、コース B とも  
自主課題として上記より多い曲数を既習すること。 
  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を習得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
【自律性】 
自分の目標をもち、その実現のために自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
コースＡ： 
・「弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりなが
ら、作品の特徴を生かし た演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ任意に選択
した 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品 

19.教科書・教材 バイエル上・下巻  



ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠⅡ巻 
ソナタアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 

20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い自由曲 10％×1 曲＝10％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×2 曲＝24％ 弾き歌い課題曲:10％×1 曲＝10％ 
自主課題＝12％ 
コース B: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い課題曲 8％×2 曲＝16％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×1 曲＝12％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲＝16％ 
自主課題＝12％ 
 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 

オリエンテーション 
 学習コースを音楽Ⅰから継続し、中間テストでのソ
ロ曲、弾き歌い曲を相談・決定する。確認テストの 2
曲の読譜する。 
 

〇学修時間 60 分 
ソロ曲、弾き歌い曲の練習 
 

10/3 

確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/17 
確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/24 確認テスト 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 

10/31 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/7 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 



 

11/14 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/21 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/28 
中間テスト 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/5 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/12 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/19 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/16 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/23 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/30 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE106-
A53 

2.科目名 音楽Ⅱ・器楽 (3/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを音楽Ⅰから継続して選択し、課題として与えられた曲群から、指定された
曲数を既習すること。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ 1 曲任意に選択、「弾き歌い」課題曲 1
曲 
コース B： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネ
アルバムⅠⅡ巻（緩徐楽章を除く）、ソナタアルバムⅠ巻から任意に選択した 1 曲、弾き歌
い自由曲 1 曲 
期末テスト:ブルグミュラー1 頁の作品 2 曲、当日 1 曲指定。弾き歌い（おもちゃのマーチ・
さよならのうた・まつぼっくり・せんろはつづくよどこまでも・虫のこえ・かたつむり）か
ら 4 曲 
コース A、コース B とも  
自主課題として上記より多い曲数を既習すること。 
  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を習得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
【自律性】 
自分の目標をもち、その実現のために自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
コースＡ： 
・「弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりなが
ら、作品の特徴を生かし た演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ任意に選択
した 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品 

19.教科書・教材 バイエル上・下巻  



ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠⅡ巻 
ソナタアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 

20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い自由曲 10％×1 曲＝10％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×2 曲＝24％ 弾き歌い課題曲:10％×1 曲＝10％ 
自主課題＝12％ 
コース B: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い課題曲 8％×2 曲＝16％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×1 曲＝12％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲＝16％ 
自主課題＝12％ 
 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 

オリエンテーション 
 学習コースを音楽Ⅰから継続し、中間テストでのソ
ロ曲、弾き歌い曲を相談・決定する。確認テストの 2
曲の読譜する。 
 

〇学修時間 60 分 
ソロ曲、弾き歌い曲の練習 
 

10/3 

確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/17 
確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/24 確認テスト 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 

10/31 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/7 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 



 

11/14 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/21 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/28 
中間テスト 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/5 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/12 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/19 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/16 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/23 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/30 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE106-
A54 

2.科目名 音楽Ⅱ・器楽 (4/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを音楽Ⅰから継続して選択し、課題として与えられた曲群から、指定された
曲数を既習すること。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ 1 曲任意に選択、「弾き歌い」課題曲 1
曲 
コース B： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネ
アルバムⅠⅡ巻（緩徐楽章を除く）、ソナタアルバムⅠ巻から任意に選択した 1 曲、弾き歌
い自由曲 1 曲 
期末テスト:ブルグミュラー1 頁の作品 2 曲、当日 1 曲指定。弾き歌い（おもちゃのマーチ・
さよならのうた・まつぼっくり・せんろはつづくよどこまでも・虫のこえ・かたつむり）か
ら 4 曲 
コース A、コース B とも  
自主課題として上記より多い曲数を既習すること。 
  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を習得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
【自律性】 
自分の目標をもち、その実現のために自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
コースＡ： 
・「弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりなが
ら、作品の特徴を生かし た演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 90 番台、100 番台からそれぞれ任意に選択
した 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品 

19.教科書・教材 バイエル上・下巻  



ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠⅡ巻 
ソナタアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 

20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い自由曲 10％×1 曲＝10％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×2 曲＝24％ 弾き歌い課題曲:10％×1 曲＝10％ 
自主課題＝12％ 
コース B: 
確認テスト 8％×2＝16％ 
音階テスト 8％×2＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 12％ 弾き歌い課題曲 8％×2 曲＝16％ 
期末テスト:ソロ曲 12％×1 曲＝12％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲＝16％ 
自主課題＝12％ 
 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 

オリエンテーション 
 学習コースを音楽Ⅰから継続し、中間テストでのソ
ロ曲、弾き歌い曲を相談・決定する。確認テストの 2
曲の読譜する。 
 

〇学修時間 60 分 
ソロ曲、弾き歌い曲の練習 
 

10/3 

確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/17 
確認テスト、中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個
人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

10/24 確認テスト 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 

10/31 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/7 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
〇学修時間【予・復習】 
「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 



 

11/14 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/21 中間テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

11/28 
中間テスト 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/5 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/12 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

12/19 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/16 
期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/23 期末テストでのソロ曲、弾き歌い曲の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

1/30 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE108-
A51 

2.科目名 音楽Ⅲ・伴奏法 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

音楽Ⅰで学んだピアノ演奏法の知識・技能を基に、教育現場における「弾き歌い」につなが
る取り組みとしての歌唱・理論を背景とした伴奏法について、一⻫授業・グループワーク・
個人指導を行う。 
ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調の伴奏付けが拍子・調・和声を理解したうえで、適切な伴奏形でで
きるようになる。 
授業以外においても、空き時間を利用して、しっかりと予習・復習を行い、演奏技術の向上
に向けて努力すること。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を習得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
【自律性】 
自分の目標をもち、その実現のために自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
・ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調の和声伴奏付けができる。 
・拍子・調・和声・コードネームを理解する。 
・ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調の伴奏付けが適切な伴奏形でできる。 
 

19.教科書・教材 こどものうた 100 
20.参考文献  

21.成績評価 

□小テスト 
 カデンツ奏６％，伴奏形変奏６％，楽典６％，コードネーム６％＝２４％ 
□グループ学修 
 伴奏づけ（和声）３％×２＝６％ 
□歌唱伴奏（グループ発表） 
 ［両手奏４％・歌唱２％・楽曲分析１％］×4 曲＝28％  
□楽典ワークシート 
 １％×６＝６％ 
□伴奏法・最終テスト 
 歌唱５％，暗譜５％，伴奏法１２％＝２２％ 
□DX 機器伴奏法振り返りシート 
 14％ 
  
 

22.コメント 伴奏法は積み重ねです。全出席を基本とし、毎回の課題をひとつひとつクリアしましょう。 
 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

 オリエンテーション 
 伴奏法の基礎を学ぼう① 
  伴奏法の基礎として、拍子・調性・和声の理論を理
解する。 
 伴奏法の基礎として、ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調の主
要三和音を左手奏する。 
                            
 

〇学修課題【復習】 
 楽典(調性・和声）理論の理解 ３０分 
 主要三和音（ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調）の
左手奏 ３０分 
  
  
 

 

伴奏法の基礎を学ぼう② 
 伴奏法の基礎として、拍子・調性・和声・コードネ
ームの理論を理解する。 
 伴奏法の基礎として、（ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調）の
カデンツを左手奏する。 
 

〇学修課題【復習】 
 楽典(拍子・調性・和声）理論の理解 ３
０分 
 カデンツ（ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調）の左
手奏 ３０分 
 

 

歌唱曲に親しみ、伴奏法の基礎を学ぼう③ 
 歌唱課題曲をピアノ伴奏に合わせて歌う。 
 伴奏法の基礎として、拍子・調性・和声・コードネ
ームを理解する。 
 伴奏法の基礎として、（ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調）
のカデンツ及び伴奏形変奏を 
 左手奏する。 
 グループでメロディーにあった伴奏（和声）を考
案・発表する。 
  
  
 

〇学修課題【復習】 
 楽典(拍子・調性・和声・コードネーム）
理論の理解 ３０分 
 カデンツ及び伴奏形変奏（ハ⻑調・ト⻑
調・ヘ⻑調）の左手奏 ３０分 
  
  
 

 

歌唱曲に親しみ、伴奏法の基礎を学ぼう④ 
 歌唱課題曲をピアノ伴奏に合わせて歌う。 
 伴奏法の基礎として、拍子・調性・和声・コードネ
ームを理解する。 
 伴奏法の基礎として、（ハ⻑調・ト⻑調・ヘ⻑調）
のカデンツ及び伴奏形変奏を 
 左手奏する 
 グループでメロディーにあった伴奏（和声）を考
案・発表する。 
 

〇学修課題【復習】 
 楽典(拍子・調性・和声・コードネーム）
理論の理解 ６０分 
 カデンツ及び伴奏形変奏（ハ⻑調・ト⻑
調・ヘ⻑調）の左手奏 ６０分 
 

 

小テスト 
 伴奏法の基礎としての拍子・調性・和声・コードネ
ームを理解する。 
 カデンツ奏、伴奏形変奏（左手）の小テスト（実
技） 
 及び楽典（拍子・調性・和声）、コードネームの小
テスト（筆記）を行う。 
  
 

 

 
歌唱曲を伴奏しよう① 
 歌唱曲を歌う。 

〇学修課題 
 特徴ある音型・運指・奏法を理解したうえ



 歌唱課題曲２曲の楽曲分析をシートに記入する。 
 歌唱課題曲における特徴ある音型・運指・奏法を理
解したうえで、楽節を抽出して片手奏する。 
楽典ワークシートの記入 
  
 

で、楽節を抽出して片手奏→通奏で片手奏 
６０分 
  
  
 

 

歌唱曲を伴奏しよう② 
 歌唱課題曲（２曲）における特徴ある音型・運指・
奏法を理解したうえで、両手奏する。 
 楽典ワークシートの記入 
  
 

〇学修課題 
 特徴ある音型・運指・奏法を理解したうえ
で、グループ発表に向け両手奏 ６０分 
  
  
 

 

歌唱曲を伴奏しよう③・グループ発表 
 既習課題曲２曲の両手伴奏を歌唱と合わせてグルー
プ発表する。 
 楽典ワークシートの記入 
  
 

 

 

歌唱曲を伴奏しよう④ 
 歌唱曲を歌う。 
 歌唱課題曲２曲の楽曲分析をシートに記入する。 
 歌唱課題曲（２曲）における特徴ある音型・運指・
奏法を理解したうえで、楽節を抽出して片手奏する。 
 楽典ワークシートの記入 
  
 

〇学修課題 
 特徴ある音型・運指・奏法を理解したうえ
で、楽節を抽出して片手奏→通奏で片手奏 
６０分 
 

 

歌唱曲を伴奏しよう⑤ 
 歌唱課題曲（２曲）における特徴ある音型・運指・
奏法を理解したうえで、両手奏する。 
 楽典ワークシートの記入 
  
 

〇学修課題 
 特徴ある音型・運指・奏法を理解したうえ
で、グループ発表に向け両手奏 ６０分 
  
 

 

歌唱曲を伴奏しよう⑥・グループ発表 
 既習課題曲２曲の両手伴奏を歌唱と合わせてグルー
プ発表する。 
 歌唱曲を歌う。 
 歌唱課題曲２曲の楽曲分析をシートに記入する。 
 歌唱課題曲における特徴ある音型・運指・奏法を理
解したうえで、楽節を抽出して片手奏する。 
 楽典ワークシートの記入 
  
 

〇学修課題 
 特徴ある音型・運指・奏法を理解したうえ
で、楽節を抽出して片手奏→通奏で片手奏 
６０分 
  
  
 

 
DX 機器を使用して歌唱曲を伴奏しよう① 
  
 

〇学修課題 
 特徴ある音型・運指・奏法を理解したうえ
で、グループ発表に向け両手奏 ６０分 

 
DX 機器を使用して歌唱曲を伴奏しよう② 
  
 

★既習課題曲６曲の楽曲分析シート提出 
◎学修課題 
 最終テスト課題曲の両手奏 ６０分 



  
 

 

ペアで歌唱と伴奏を合わせよう① 
 最終テスト課題曲について、ヘッドホンを利用しペ
アまたは３人で合わせ練習する。 
 各グループごとに個別指導を行う。 
  
 

◎学修課題 
 最終テスト課題曲の両手奏 １２０分 
  
 

 
ペアで歌唱と伴奏を合わせよう②・伴奏法最終テスト 
 ペアまたは３人で、伴奏法最終テストを実施する。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE203-
A52 

2.科目名 音楽Ⅴ・声楽及び理論 3.単位数 1 

4.授業担当教員 矢田正一、榊原契保 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 こども学専攻 9.履修学年 ２年生〜 

10.取得資格の要件 保育士 幼稚園教諭 小学
校教諭 

11.先修条件 1 年生春学期開講「ITC リテラシー」を履
修済みであることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(演習、実技を含む) 
16.履修制限 音楽室の収容人数により、最大４５名とします。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
声楽・ピアノ演奏技術・理論など音楽全般の指導資質を身に付けます。 
【概要】 
声楽教本である「コンコーネ５０番」や世界の歌などを歌唱力向上の教材として学び、声作
りと 
表現力を身に付けながら、子どもの歌に取り組みます。 
大きな声で表情豊かに歌えるようになります。 
また基本的な理論とコードネームを理解し、弾き歌いの能力を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の・専門的知識・技能の活用力、の学習に 
関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①大きな声で歌えるようになる。 
②表情豊かに歌えるようになる。 
③弾き歌いへの意欲が高まる。 
④簡単な音楽理論を理解できる。 

19.教科書・教材 授業内に適宜プリントを配布します。 
20.参考文献 音楽Ⅰの教科書 

21.成績評価 
ワークシート(２０％) 
中間発表(２０％) 
総括試験(６０％) 

22.コメント 

幼児・児童にとって最初の音楽の先生となるその日を目標に、歌唱力、ピアノ演奏技術、理
論をしっかり身に付け、子どもたちにとって魅力的な先生となれるよう、努力してくださ
い。 
採用試験に自信をもって臨めるよう、資質を磨きましょう。 
 

23.オフィスアワー 各授業後に質問等の時間を確保します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

・オリエンテーション 
   本授業の目標・内容・進め方の確認などについて 
 保育者および小学校教員としての資質について 
・発声法(声量、美しい音色) 

今回の復習 
次回の予習：大きな声（声量）の工夫 
吸った息をしっかり支える 
１点Ａ音で 15 秒以上のロングトーン 

第２回 

・発声法 
・理論１ 基本的な理論の習得 
・ワークシート１ 
保育者・小学校教諭に必要な理論の習得 

グループワーク：発声法および理論の問題を
解き合って 
次回以降に備える。 

第３回 ・豊かな声量による歌唱、呼吸法 豊かな声量と演奏の表現力についての復習 



・幼児教育や初等教育に必要な理論 
・ワークシート２ 

グループワーク：発声についての討議 

第４回 

・コンコーネ１ 
・子どもの歌１ 
・歌曲１ 
・基礎理論１ 
・ワークシート３ 

歌唱の復習 
プレゼンテーション：歌唱表現の工夫 

第５回 

・コンコーネ２ 
・子どもの歌２ 
・歌曲２ 
・基礎理論２ 
・ワークシート４ 

ワークシート３の提出 
コンコーネ・歌曲の復習 
ディスカッション：息の支え方について 

第６回 

・コンコーネ３ 
・子どもの歌３ 
・歌曲３ 
・基礎理論３ 
・ワークシート５ 

ワークシート４の提出 
コンコーネ・理論の復習 
基礎理論の理解度確認 

第７回 
・子どもの歌選曲練習(弾き歌い) 
・中間発表 

発声指導 
弾き歌いの個人指導 
 

第８回 

・コンコーネ４ 
・子どもの歌４(弾き歌い) 
・基礎理論４ 
・ワークシート６ 
・鑑賞「日本の音楽」 

コンコーネ、弾き歌いの復習 
理論ワークシートの回答、次時に発表・提出 
ディスカッション：「日本の音楽」について 

第９回 

・子どもの歌５(弾き歌い) 
・基礎理論５ 
・ワークシート７ 
・鑑賞「世界の音楽」 

弾き歌いの復習 
理論のワークシートを回答し、次時に発表・
提出 
ディスカッション：「世界の音楽」について 

第１０回 
・子どもの歌６(弾き歌い) 
・基礎理論６ 
・ワークシート８ 

弾き歌いの復習 
理論のワークシートを回答し、次時に発表・
提出 

第１１回 
・子どもの歌７ 
・基礎理論７ 
・ワークシート９ 

歌いたい曲、表現できる曲を選曲練習し、互
いに聴きあう 

第１２回 

・子どもの歌８ 
・基礎理論８ 
・学習指導案作成の方法と留意点 
・ワークシート１０ 

選曲した歌の練習 
グループワーク：学習指導案の作成 
 

第１３回 ・子どもの歌発表曲独唱練習 
・理論の復習(総合問題) 

発表した独唱について自己評価し、反省を生
かして練習 
理論復習 

第１４回 
・総括試験：理論 
・子どもの歌発表練習 

独唱練習 
互いに聴きあって助言 

第１５回 
・総括試験：独唱 
・採用試験について 
・求められる教師像 

ディスカッション：求められる「教師像」に
ついて 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE303-
A51 

2.科目名 音楽Ⅶ・器楽 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
各自のコースの課題レベルに応じた演奏表現技能を習得する。  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 4 つの
コースから一つを選択し、課題として与えられた曲群から、指定された曲数を既習するこ
と。 
コースＡ：バイエル 100 番台の作品 1 曲を含む 4 曲 
コースＢ：ブルグミュラー２５番練習曲の作品 3 曲またはブルグミュラー１８番練習曲の作
品 2 曲 
      またはブルグミュラー１２番練習曲の作品 2 曲 
コースＣ：ソナチネアルバムⅠ・Ⅱの緩徐楽章を除く 2 つの楽章 
コースＤ：ソナタアルバムⅠ・Ⅱまたは任意の作曲家によるソナタの緩徐楽章を除く 2 つの
楽章 
「弾き歌い」自由曲 4 曲を既習すること。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を習得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
【自律性】 
自分の目標をもち、その実現のために自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
・中級レベル程度以上の作品のピアノ独奏ができる。 
・中級レベル程度以上の作品の弾き歌いができる。 
・音楽的知識の基礎を完全に習得する。 
・初見演奏ができる。 
・伴奏づけができる。 

19.教科書・教材 

バイエル上・下巻  
ブルグミュラー２５番・１８番・１２番練習曲  
ソナチネアルバムⅠ・Ⅱ巻 
ソナタアルバムⅠ・Ⅱ巻 
から自分の演奏レベルに適したもの 
こどものうた１００ 
 

20.参考文献 こどものうた２００ 

21.成績評価 
既習曲［ソロ曲］ 6％×4 曲 or 8％×3 曲 or12％×2 曲＝24％  
        ［弾き歌い自由曲］3％×4 曲＝12％ 
［自主練習発表ワークシート］6％ 



［自主練習発表］8％ 
［弾き歌い］中間テスト 10％（1 曲）＋期末テスト 10％（1 曲）＝20％ 
最終テスト［ソロ曲］中間テスト 15％（1 曲）＋期末テスト 15％（1 曲）＝30％  
 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

個人レッスン 
 コースＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄから、自分の鍵盤楽器経験に
ふさわしいコースを選択する。 
次回授業での「ソロ曲」「弾き歌い曲」を各自決定す
る。 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスンを行う。 
  
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 
 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 
 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 

■弾き歌い」・中間テスト 
 「弾き歌い」自由曲 1 曲「ソロ」自由曲 1 曲を発
表する。 
■自主練習発表曲の選曲と学修の観点を理解する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 自主練習発表の準備  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分 「初見」小テスト or「楽曲」テスト
課題 30 分  
 

 ■個人レッスン 〇学修時間【予・復習】 



 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 自主練習発表の準備  
 

 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分 「初見」小テスト or「楽曲」テスト
課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 自主練習発表の準備  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分 「初見」小テスト or「楽曲」テスト
課題 30 分  
 

 
■自主練習発表 
 自主練習発表＆ワークシートに記述する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「楽
典」小テスト課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「楽
典」小テスト課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「楽
典」小テスト課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」60 分「弾き歌い曲」60 分 
 

 

ソロ曲・弾き歌い・最終テスト 
「ソロ曲」自由曲 1 曲「弾き歌い」自由曲 1 曲の最
終テストを実施する。 
  
  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE303-
A52 

2.科目名 音楽Ⅶ・器楽 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
各自のコースの課題レベルに応じた演奏表現技能を習得する。  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 4 つの
コースから一つを選択し、課題として与えられた曲群から、指定された曲数を既習するこ
と。 
コースＡ：バイエル 100 番台の作品 1 曲を含む 4 曲 
コースＢ：ブルグミュラー２５番練習曲の作品 3 曲またはブルグミュラー１８番練習曲の作
品 2 曲 
      またはブルグミュラー１２番練習曲の作品 2 曲 
コースＣ：ソナチネアルバムⅠ・Ⅱの緩徐楽章を除く 2 つの楽章 
コースＤ：ソナタアルバムⅠ・Ⅱまたは任意の作曲家によるソナタの緩徐楽章を除く 2 つの
楽章 
「弾き歌い」自由曲 4 曲を既習すること。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を習得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
【自律性】 
自分の目標をもち、その実現のために自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
・中級レベル程度以上の作品のピアノ独奏ができる。 
・中級レベル程度以上の作品の弾き歌いができる。 
・音楽的知識の基礎を完全に習得する。 
・初見演奏ができる。 
・伴奏づけができる。 

19.教科書・教材 

バイエル上・下巻  
ブルグミュラー２５番・１８番・１２番練習曲  
ソナチネアルバムⅠ・Ⅱ巻 
ソナタアルバムⅠ・Ⅱ巻 
から自分の演奏レベルに適したもの 
こどものうた１００ 
 

20.参考文献 こどものうた２００ 

21.成績評価 
既習曲［ソロ曲］ 6％×4 曲 or 8％×3 曲 or12％×2 曲＝24％  
        ［弾き歌い自由曲］3％×4 曲＝12％ 
［自主練習発表ワークシート］6％ 



［自主練習発表］8％ 
［弾き歌い］中間テスト 10％（1 曲）＋期末テスト 10％（1 曲）＝20％ 
最終テスト［ソロ曲］中間テスト 15％（1 曲）＋期末テスト 15％（1 曲）＝30％  
 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

個人レッスン 
 コースＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄから、自分の鍵盤楽器経験に
ふさわしいコースを選択する。 
次回授業での「ソロ曲」「弾き歌い曲」を各自決定す
る。 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスンを行う。 
  
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 
 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 
 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
  「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予
習 30 分 
  
 

 

■弾き歌い」・中間テスト 
 「弾き歌い」自由曲 1 曲「ソロ」自由曲 1 曲を発
表する。 
■自主練習発表曲の選曲と学修の観点を理解する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 自主練習発表の準備  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分 「初見」小テスト or「楽曲」テスト
課題 30 分  
 

 ■個人レッスン 〇学修時間【予・復習】 



 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 自主練習発表の準備  
 

 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分 「初見」小テスト or「楽曲」テスト
課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 自主練習発表の準備  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「自
主練習発表曲」 
30 分 「初見」小テスト or「楽曲」テスト
課題 30 分  
 

 
■自主練習発表 
 自主練習発表＆ワークシートに記述する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「楽
典」小テスト課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「楽
典」小テスト課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分「楽
典」小テスト課題 30 分  
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 

■個人レッスン 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
■自主学習 
 「ソロ曲」「弾き歌い曲」の自主学習 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」60 分「弾き歌い曲」60 分 
 

 

ソロ曲・弾き歌い・最終テスト 
「ソロ曲」自由曲 1 曲「弾き歌い」自由曲 1 曲の最
終テストを実施する。 
  
  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE403-
A51 

2.科目名 造形Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種 幼稚園一種 
保育士 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習(講義・実技を含む） 

16.履修制限 
造形室の収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 48 人とします。
人数が多い場合には、初回の授業で抽選を行います。 

17.授業の目的と概要 

本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成⻑と表
現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や
価値についての認識を深めます。 
その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自発的・主体的な学習を保障しなが
ら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実践的力量の形成をはかります。 
受講生の希望も取り入れながら様々な造形活動に取り組みます。その活動を通して造形教育
の理念と方法を理解し、授業を計画実施できる能力を養います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・図画工作科の指導理念，教材開発の視点，内容について理解を深めます。 
・子どもの視点に立った教科内容の理解を深め，図画工作科の具体的な指導方法の習得を目
指します。 
・児童の造形発達の特徴について理解を深め、児童の造形活動や作品に対して受容、共感、
反応する 力を養います。 

19.教科書・教材 

①大橋功『美術教育概論（新訂版）』2018．ISBN978-4536601030,もしくは,大橋功『美術教
育概論（改訂版）』2019．ISBN978-4-536-60021-7 
②文部科学省『小学校学習指導要領解説図画工作編』日本文教出版 
③『小学校図画工作科教科書 1・2 上，1・2 下，3・4 上，3・4 下，5・6 上，5・6 下』
日本文教出版 
①は「造形 I」（1 年春学期）、「「保育内容・表現Ⅰ」（2 年春学期）、「図画工作科Ⅰ」（2 年春
学期）、「図画工作科Ⅱ」（2 年秋学期）、「造形Ⅱ」（4 年秋学期） 

20.参考文献 辻泰秀『造形教育の教材と授業づくり』日本文教出版，2012．ISBN978-4-536-60056-9 

21.成績評価 

① 受講ノート=10％（毎回の授業について感想や質問などを 200 字程度でまとめ
る） 
② 個人ワーク（活動①〜④）=60％ 
③ レポート課題=20％ 
④ e ポートフォリオの内容=10％ 
・それぞれの評価基準は，1 回目の授業で配布します。 

22.コメント 

○本講義では，実際の小学校での具体的な実践にも触れながら演習型の授業を行います。 
○受講生を３〜４人を基準とするグループに分け，協調自立学習として展開します。したが
って，欠席や遅刻は自らの学習効果を損なうだけでなく，グループのメンバーへの迷惑にな
るということを十分自覚して責任ある態度で学習に参加しましょう。 



○作品を制作しながら学習することが多いので，汚れてもよい服装で参加しましょう。「自
分・友達・教室を汚さない」が基本です。 
※教育実習を経験し実際の教育現場で感じた造形教育に対しての疑問を解決できる内容 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス( 本授業の目標・内容・評定算出の方法・
進め方の確認、 準備物、 e ポートフォリオへのア
ップ、受講上の留意点などについて） 
グループづくり 
活動①「ならべてならべて」(造形遊び 1) 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 2 回 
活動②「オリジナルキャンバスに描こう｣１ 
    材料を集めよう 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆クリアファイル◆ 

第 3 回 活動②「オリジナルキャンバスに描こう」２ 
    オリジナルキャンバスをつくろう 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆クリアファイル◆ 
 

第 4 回 活動②「オリジナルキャンバスに描こう」３ 
    オリジナルキャンバスに絵を描こう 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆クリアファイル◆ 

第 5 回 
活動②「オリジナルキャンバスに描こう」4 
    作品を仕上げよう 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオのへアップする記事と画
像の整理(60 分) 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 6 回 活動③「アクセサリーをつくろう」１ 
    アイデアを考えよう 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 7 回 
活動③「アクセサリーをつくろう」2 
    形を削り出そう 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 8 回 活動③「アクセサリーをつくろう」3 
    着色しよう 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 9 回 
活動③「アクセサリーをつくろう」4 
     仕上げをしよう 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 10 回 活動④「⽕の造形（陶芸）」1 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 



第 11 回 活動④「⽕の造形（陶芸）」2 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 12 回 活動④「⽕の造形（陶芸）」3 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 13 回 活動④「⽕の造形（陶芸）」4 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
〇模擬授業の振り返り（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 14 回 活動④「⽕の造形（陶芸）」5 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 15 回 作品鑑賞会・作品ポートフォリオ 
本講義の振り返り 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 



1.授
業
コ
ー
ド 
（
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
） 

FLC102-A51 2.科目名 中国語Ⅱ 3.単位数 2 

4.授
業
担
当
教
員 

程遠巍 

5.授
業
科
目
の
区
分 

 6.必修・ 
選択の区分 

 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履
修
可
能
な
専
攻 

 9.履修学年  

10.
取
得
資
格
の
要
件 

 11.先修条件 中国語の学習歴があること 

12.
研
究
室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.
E-
Mai

※ 15.授業形態 演習 



l 
Add
ress 
16.
履
修
制
限 

「中国語Ⅰ」以上の中国語基礎力が必要です。初回の授業でオリエンテーションを行いますので、履修希望者
は必ず出席してください。なお、中国語を⺟語とする留学生は履修できません。 

17.
授
業
の
目
的
と
概
要 

「中国語Ⅰ」に引き続き、さらに新しい単語や文法事項、コミュニケーションするための表現を学んで行きま
す。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニングを実現するような授業展開をします。将
来、中国語を学習するための基礎能力を身につけます。 

18.
学
習
目
標
と 
 
Ｄ
Ｐ
と
の
関
連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（３）多様性理解（5）コミュニケーション
スキル、の学修に関連し、また SDGs のゴール 4 すべての人に包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、生
涯学習の機会を促進する、の達成にも関連しています。 
                                                                                     
1. HSK２級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 日常話題を聞き取 

19.
教
科
書
・
教
材 

日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版（相原茂・陳淑梅・飯田敦子）朝日出版社（2019） 

20.
参
考
文
献 

授業内に適宜紹介 

21.
成
績
評
価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・ 平常評価（授業課題完成度など）  ５0 点 （学習目標③に対
応）                                                        
                                                           
                                                           
                ・ 総括レポート  ５0 



22.
コ
メ
ン
ト 

復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習をしましょう。 

23.
オ
フ
ィ
ス
ア
ワ
ー 

授業の前後に教室で質問を受け付けます。 

2
4
.
授
業
回
数

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【
第
1
回
】 

オリエンテーション、授業に対する要望に対するアンケ
ートを行いますで、必ず出席してください。 

予習：第 12 課の予習 

【
第
2
回
】 

第 12 課 買い物 復習：第 12 課の復習                    
予習：第 13 課の予習 

【
第
3
回
】 

第 13 課 道案内 
復習：第 13 課の復習                    
予習：第 14 課の予習 

【
第
4
回
】 

第 14 課 中秋節 
復習：第 14 課の復習                    
予習：第 15 課の予習 

【
第
5
回
】 

第 15 課 食事の前は 
復習：第 14 課の復習                    
予習：第 16 課の予習 

【
第
6

第 16 課 手作り料理 復習：第 16 課の復習                    
予習：第 17 課の予習 



回
】 
【
第
7
回
】 

第 17 課 カニの季節 復習：第 12 課〜第 17 課の総復習 

【
第
8
回
】 

これまでの学習の振り返り   予習：第 18 課の予習 

【
第
9
回
】 

第 18 課 スキー場で 復習：第 18 課の復習                    
予習：第 19 課の予習 

【
第
1
0
回
】 

第 19 課 おみやげ 
復習：第 19 課の復習                    
予習：第 20 課の予習 

【
第
1
1
回
】 

第 20 課 空港まで 復習：第 20 課の復習 

【
第
1
2
回
】 

 HSK2 級チャレンジと答え合わせ 復習:HSK2 級問題の振り返り 

【
第
1
3
回
】 

第 18 課〜第２０課の総復習 復習：第 18 課〜第 20 課の復習 

【
第
1
4
回
】 

中国映画の鑑賞と中国文化へのふれ合い 復習：第 18 課〜第２０課の復習 

【 総括レポート 復習：これまでの内容の振り返り 



第
1
5
回
】 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLC102-
Y51 

2.科目名 中国語Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 

１年〜４年（全くの初
心者でも履修できま
す。中国語Ⅰが未履修
でも履修できます。）  
ただし、中国語を⺟語
とする中国の留学生は
履修が出来ません 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

基本的には講義中心に進めますが、映画や
ドラマや音楽ビデオなどの映像資料も時々
使用します。また、必要に応じてグループ
タスクやディスカッションなども行いま
す。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、初めて中国語を学ぶ入門者のためのコースであり、発音やイントネーションや文
法などの基礎事項の習得を重視します。と同時に、実用性も重視して、旅行や留学などの実
際場面で使える実用的な中国語表現の習得をはかります。授業内容でも書いていますが、実
際に中国に行った時に遭遇するいろいろな場面で使える表現を具体的に勉強していきます。
なお、この授業は、春学期の「中国語Ⅰ」を受講していなくても受講できます(春学期の
「中国語Ⅰ」とは内容がまた違います)。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●基本的な中国語力を身に着けることができる 
●中国社会や文化に対する理解が深まる  
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(5) コミュニケーションスキル 
(6) 専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材 授業で教材を配布します。 

20.参考文献 NHK ラジオ中国語 
Duolingo 中国語学習アプリ 

21.成績評価 
①2 課ごとに行う小テスト（計 4 回：1 回 10 点）40％、②最終試験 30％、③タスクシート
＋Duolingo での課題 20％、④中国語スピーチ 10% 

22.コメント 

中国語は日本人にとって、とても習得しやすい外国語のひとつです。発音などが少し難しい
と言われていますが、特に英語を勉強したことのある日本人にとってはとても勉強しやすい
です。なぜなら、英語と文法構造がとても似ており、しかも動詞の変化などは、現在完了形
や過去完了形などまである英語ほど複雑ではありません。また、書き言葉で漢字を使用する
のも、小さいころから漢字を学んでいる日本人には勉強しやすい理由のひとつです。 
中国には 13 億の人がいると言われており、海外に散らばっている華僑の多くも中国語を話
します。話者の数だけ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回、第 発音や声調の練習 ○各自で発音練習や文法の復習をする（６０



２回 分）。 
第３回、第
４回 

発音や声調の練習 ○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第５回、第
６回 

数を数える表現（年月日の表現も含む）の練習、自己
紹介に関する表現の練習 

○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第７回、第
８回 

買い物時に使う表現（値段を尋ねたり、値段交渉した
りする時に使う表現）の練習、挨拶に関する表現の練
習 

○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第９回、第
１０回 

中国・台湾旅行や留学生活で使う表現の練習 
○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第１１回、
第１２回 友達の家を訪問する時などに使う表現の練習 

○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第１３回、
第１４回 

観光などで使う表現の練習、中国の友達と交流を深め
るための表現の練習 

○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第１５回、
第１６回 

道を尋ねる時に使う表現の練習、恋愛に関する表現の
練習 

○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第１７回、
第１８回 

レストランなどで使う表現の練習 
○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第１９回、
第２０回 趣味について話す時などに使う表現の練習 

○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第２１回、
第２２回 中国映画の鑑賞  

第２３回、
第２４回 

旧正月を過ごす時などに使う表現の練習 ○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第２５回、
第２６回 

別れを告げる時などに使う表現の練習 
○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第２７回、
第２８回 

授業のまとめと復習 
○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 

第２９回、
第３０回 最終試験 

○各自で発音練習や文法の復習をする（６０
分）。 



1.授業
コード 
（ナン
バリン
グ） 

FLC203-Y51 2.科目名 中国語基礎 2 3.単位数 2 

4.授業
担当教
員 

田中智子、劉争 

5.授業
科目の
区分 

展開（第二外国語） 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修
可能な
専攻 

 9.履修学年  

10.取得
資格の
要件 

 11.先修条件 

先行して履修すべき科目：中国語基礎１ま
た、「中国語基礎２」の内容の理解をより深
め、中国語の実践力を身につけるためには、
並行して「中国語コミュニケーション２」を
履修することが望ましい。 
 

12.研究
室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Addres
s 

※ 15.授業形態 演習 

16.履修
制限 

中国語を⺟語とする留学生は履修できません。 
履修希望者が２０名を超える場合は、前学期までの累積 GPA や出席状況、履修動機に基づいて選抜を行う
こともあります。 

17.授業
の目的
と概要 

【目的】 
中国語を初めて勉強する人が基礎知識を身につけることを目的にしています。 
【概要】 
授業は教科書に基づき、ネイティブ講師と日本人講師がペアで進めます。 
発音練習や口頭練習（暗唱）、リスニング練習を重視し、丁寧に指導します。また、中国語の発音表記につ
いても習熟することを目指します。また、後半は HSK（中国政府認定の国際的な中国語能力試験）の受験
のために模擬試験にもチャレンジします。この科目を学習すると、中国語の基礎力が完成し、HSK２級か
ら３級（HSK では基礎的な力を表す級）に合格する力が身につきます。 

18.学習
目標と 
 ＤＰ
との関
連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、（３）多様性理解、（５）コミュニケーションスキ
ル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は、次のとおりです。 
１）買い物や病院にかかるときの表現、道を聞くための表現などがわかる。 
２）基本的な文法が理解でき、問題を解くことができる。 
３）ローマ字表記のついた文がスムーズに発音できる。 
４）学んだ中国文化の知識をもとに、中国人に対する観光プロモーションを考えることができる。 
 

19.教科
書・教

New Practical Chinese Reader vol.1《新?用???本》第三版 
{New Practical Chinese Reader 



材 vol.1,https://www.amazon.co.jp/gp/product/756194277X/ref=ppx̲yo̲dt̲b̲asin̲title̲o03̲s00?ie=UTF
8&psc=1} 
上記 Amazon サイトなどで、各自購入してください。 
※いくつか版がありますので、最新の第３版を購入するよう注意してください。 

20.参考
文献 

授業中に適宜紹介 

21.成績
評価 

毎回の小テスト 各３点（８０点以上３点、６０点以上８０点未満２点、６０点未満３０点以上１点、３
０点未満または未受験０点）×２０回＝６０点（学習目標①、②、③に対応） 
レポート「中国人への観光プロモーションを考える」＝１０点（学習目標④に対応） 
第１９回実施 総括試験①「口頭試験」…１５点（学習目標①、③に対応） 
第２０回実施 総括試験②「筆記試験」…１５点（学習目標①、②に対応） 
全部の成績の合計が６０点以上の場合、合格とする。 

22.コメ
ント 

観光業界を目指す人にとって、英語の他にもう一つ別の言語ができることは大きな強みになります。週２
回〜４回（「コミュニケーション」の科目も履修する人）の授業で「必ず使える」中国語の力を身につけま
しょう。また、１年間の学習の集大成として、本科目では HSK（中国政府が認定している国際的な中国語
検定試験）の基礎レベル（２級）の合格を目指します。 
下記のオフィス・アワーを積極的に活用し、中国語の力を伸ばしましょう。 
また、わからないところはすぐに質問に来るようにしましょう。 

23.オフ
ィスア
ワー 

劉争 月曜日昼（学習支援センター）、木曜日昼（研究室） 
田中智子（※山手キャンパス学修支援センター オフィス・アワー） 
秋学期：金曜日 昼休み 

24.授
業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1
回】 
【第 2
回】 

【第 1 回】  
オリエンテーション、春学期のふりかえり 
【第２回】 
新出単語チェック（１） 
反転授業：「本編第６課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
 

【第 1 回】  
予習 
①第６課本文の動画をみる。発音を真似する。 
②クイズレットで新しい単語を予習しておく。 
【第２回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：キーセンテンスが読めて、中国語で書け
て、意味が言えるようにする。 

【第 3
回】 
【第 4
回】 

【第３回】 
・キーセンテンスのチェック（１） 
反転授業：「本編第６課 （三 ?言点）」（文法の学習） 
【第４回】 
・復習テスト（１） 
反転授業：「第６課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 

【第３回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第６課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 
【第４回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
 

【第 5
回】 
【第 6
回】 
 

【第５回】 
補充単語チェック（１） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 
【第６回】 

【第５回】 
予習：①第７課本文の動画をみる。発音を真似
する。×２回 
②クイズレットで新しい単語を予習しておく。 
【第６回】 



単語チェック（２） 
反転授業：「本編第７課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
 

復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：キーセンテンスが読めて、中国語で書け
て、意味が言えるようにする。 

【第 7
回】 
【第 8
回】 
 

【第７回】 
キーセンテンスのチェック（２） 
反転授業：「本編第７課 （三 ?言点）」（文法の学習） 
【第８回】 
復習テスト（２） 
反転授業：「第７課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
 

【第７回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第７課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 
【第８回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
 

【第９
回】 
【第１
０回】 
 

【第９回】 
補充単語チェック（２） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 
【第１０回】 
単語チェック（３） 
反転授業：「本編第８課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
 

【第９回】 
予習：①第７課本文の動画をみる。発音を真似
する。×２回 
②クイズレットで新しい単語を予習しておく。 
【第１０回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：キーセンテンスが読めて、中国語で書け
て、意味が言えるようにする。 
 

【第１
１回】 
【第１
２回】 

【第１１回】 
キーセンテンスのチェック（３） 
反転授業：「本編第８課 （三 ?言点）」（文法の学習） 
【第１２回】 
復習テスト（３） 
反転授業：「第８課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
 

【第１１回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第８課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 
【第１２回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 

【第１
３回】 
【第１
４回】 

【第１３回】 
補充単語チェック（３） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 
【第１４回】 
単語チェック（４） 
反転授業：「本編第９課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
 

【第１３回】 
予習：①第９課本文の動画をみる。発音を真似
する。×２回 
②クイズレットで新しい単語を予習しておく。 
【第１４回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：キーセンテンスが読めて、中国語で書け
て、意味が言えるようにする。 
 

【第１
５回】 
【第１
６回】 
 

【第１５回】 
・キーセンテンスのチェック（４） 
反転授業：「本編第９課 （三 ?言点）」（文法の学習） 
【第１６回】 
復習テスト（４） 

【第１５回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第９課 四の（１）発音練習、（２）会話練



反転授業：「第９課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
 

習」を予習しておく。 
【第１６回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 

【第１
７回】 
【第１
８回】 

【第１７回】 
補充単語チェック（４） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 
【第１８回】 
単語チェック（５） 
反転授業：「本編第１０課 （本文一、二）」（本文の意
味と朗読） 
 

【第１７回】 
予習：①第１０課本文の動画をみる。発音を真
似する。×２回 
②クイズレットで新しい単語を予習しておく。 
【第１８回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：キーセンテンスが読めて、中国語で書け
て、意味が言えるようにする。 
 

【第１
９回】 
【第２
０回】 

【第１９回】 
・キーセンテンスのチェック（５） 
反転授業：「本編第１０課 （三 ?言点）」（文法の学
習） 
【第２０回】 
復習テスト（５） 
反転授業：「第１０課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
 

【第１９回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第１０課 四の（１）発音練習、（２）会話
練習」を予習しておく。 
【第２０回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 

【第２
１回】 
【第２
２回】 

【第２１回】 
補充単語チェック（５） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 
【第２２回】 
中国映画『狙った恋の落とし方。』鑑賞 
 

【第２１回】 
予習：中国映画『狙った恋の落とし方。』につい
て調べておく。次の授業時に鑑賞前に発表す
る。 
【第２２回】 
復習：映画の内容や感想を記録しておく。 
 

【第２
３回】 
【第２
４回】 

【第２３回】 
中国映画『狙った恋の落とし方。』鑑賞 
グループワーク：『狙った恋の落とし方。』のブームと北
海道観光に与えた影響、また、中国人に対してどのよう
なプロモーションの仕方が可能か、これまで学んだ中国
の文化を踏まえて話し合う。 
【第２４回】 
HSK２級対策（１） 
 

【第２３回】 
課題：レポート作成 
【第２４回】 
復習：できなかったところを復習する。 
 

【第２
５回】 
【第２
６回】 

【第２５回】 
HSK２級対策（２） 
【第２６回】 
HSK２級対策（３） 
 

【第２５回】 
復習：できなかったところを復習する。 
【第２６回】 
復習：できなかったところを復習する。 

【第２
７回】 
【第２
８回】 

【第２７回】 
HSK２級対策（４） 
【第２８回】 
復習 

【第２７回】 
復習：できなかったところを復習する。 
【第２８回】 
復習：できなかったところを復習する。 



  
【第２
９回】 
【第３
０回】 

【第２９回】ふりかえり、総括試験（口頭試験） 
【第３０回】ふりかえり、総括試験（筆記試験） できなかったところを復習する。 



1.授業コ
ード 
（ナンバ
リング） 

FLC205-Y51 2.科目名 中国語コミュニケーション 2 3.単位数 2 

4.授業担
当教員 

田中智子、劉争 

5.授業科
目の区分 

 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可
能な専攻 

 9.履修学年  

10.取得
資格の要
件 

 11.先修条件 

・先行して履修すべき科目：「中国語基礎１」 
※「コミュニケーション１」も履修している
ことが望ましいが、必須ではない。 
・並行して必ず「中国語基礎２」を履修する
こと。 

12.研究
室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Address 

※ 15.授業形態  

16.履修
制限 

中国語を⺟語とする留学生は履修できません。 
履修希望者が２０名を超える場合は、前学期までの累積 GPA や出席状況、履修動機に基づいて選抜を行
うこともあります。 

17.授業
の目的と
概要 

【目的】 
初めて中国語を学ぶ人が、より高い実践力を身につけることを目的にしています。 
【概要】 
授業は教科書に基づき、ネイティブ講師と日本人講師がペアで行います。授業はなるべく日本語を使わ
ず（英語または中国語）進めます。 
「中国語基礎２」で学んだ知識をもとに、口頭練習、リスニング練習を行います。この授業を履修する
と、基礎的な中国語がよりスムーズに話せたり、聞いて理解したりできるようになり、グローバル・リ
サーチやグローバルスタディで、現地の人と交流するときに役立ちます。また、後半は HSK（中国政府
認定の国際的な中国語能力試験）の受験のために模擬試験にもチャレンジします。この科目を学習する
と、中国語の基礎力が完成し、HSK３級（HSK では基礎的な力を表す級）に合格する力が身につきま
す。 

18.学習
目標と 
 ＤＰと
の関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、（３）多様性理解、（５）コミュニケーションス
キル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は、次のとおりです。 
１）買い物や道の聞き方などの基本的な会話がスムーズにできる。 
２）習った単語や表現を用いて、実際の状況を想定した応用的な会話ができる。 
３）基本的な文が簡体字を使って書ける。 
４）簡単な文章が読んで理解できる。 
 

19.教科
書・教材 

New Practical Chinese Reader vol.1《新?用???本》第三版 
{New Practical Chinese Reader 
vol.1,https://www.amazon.co.jp/gp/product/756194277X/ref=ppx̲yo̲dt̲b̲asin̲title̲o03̲s00?ie=U
TF8&psc=1} 
上記 Amazon サイトなどで、各自購入してください。 



※いくつか版がありますので、最新の第３版を購入するよう注意してください。 
このほか、適宜授業中 

20.参考
文献 授業中に適宜紹介 

21.成績
評価 

小テスト 各６点（８０点以上６点、６０点以上８０点未満４点、６０点未満４０点以上２点、４０点
未満３０点以上１点 ３０点未満または欠席０点）×１０回＝６０点（学習目標①、②、③、④に対
応） 
第１９回実施 総括試験①「口頭試験」…２０点（学習目標①、②に対応） 
第２０回実施 総括試験②「筆記試験」…２０点（学習目標③、④に対応） 
全部の成績の合計が６０点以上の場合、合格とする。 

22.コメ
ント 

観光業界を目指す人にとって、英語の他にもう一つ別の言語ができることは大きな強みになります。週
２回〜４回（「コミュニケーション」の科目も履修する人）の授業で「必ず使える」中国語の力を身につ
けましょう。また、１年間の学習の集大成として、冬学期には HSK（中国政府が認定している国際的な
中国語検定試験）の基礎レベル（２〜３級）の合格を目指します。 
下記のオフィス・アワーを積極的に活用し、中国語の力を伸ばしましょう。 
また、わからないところはすぐに質問に来るようにしましょう。 

23.オフ
ィスアワ
ー 

劉争 月曜日昼 学習支援センター 
   木曜日昼 研究室 
田中智子（※山手キャンパス学修支援センター オフィス・アワー） 
秋学期：金曜日 昼休み 

24.授
業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1
回】 
【第 2
回】 

【第１回】 
授業オリエンテーション、春学期の復習 
【第２回】 
（復習）本編第６課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第６課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 
 

【第３回】 
復習：自分が書いた作文を暗唱できるように練
習する。 
【第４回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 

【第 3
回】 
【第 4
回】 

【第３回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
ペアワーク：本編第６課 四（練習と運用）５、６ 
【第４回】 
作文の暗唱 
本編第６課 文法のワーク 
 

【第３回】 
復習：自分が書いた作文を暗唱できるように練
習する。 
【第４回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 

【第 5
回】 
【第 6
回】 
 

【第５回】 
本編第６課 四（練習と運用）文化知識 
【第６回】 
（復習）本編第７課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第７課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 

【第５回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第６回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 
 

【第 7
回】 

【第７回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 

【第７回】 
復習：学習したことを整理する。 



【第 8
回】 
 

グループワーク：本編第７課 四（練習と運用）５、
６、７ 
【第８回】 
本編第７課 文法のワーク 
 

【第８回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 
 

【第９
回】 
【第１
０回】 
 

【第９回】 
本編第７課 四（練習と運用）文化知識 
【第１０回】 
（復習）本編第８課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第８課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 

【第９回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第１０回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 
 

【第１
１回】 
【第１
２回】 

【第１１回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
グループワーク：本編第２課 四（練習と運用）５、
６、７ 
【第１２回】 
本編第２課 文法のワーク 

【第１１回】 
復習：学習したことを整理する。 
【第１２回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 

【第１
３回】 
【第１
４回】 

【第１３回】 
本編第８課 四（練習と運用）文化知識 
【第１４回】 
（復習）本編第９課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第９課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 

【第１３回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第１４回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 
 

【第１
５回】 
【第１
６回】 
 

【第１５回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
グループワーク：本編第３課 四（練習と運用）５、
６ 
【第１６回】 
本編第３課 文法のワーク 

【第１５回】 
復習：学習したことを整理する。 
【第１６回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 
 

【第１
７回】 
【第１
８回】 

【第１７回】 
本編第９課 四（練習と運用）文化知識 
【第１８回】 
（復習）本編第１０課 文法のポイント ふりかえり小
テスト 
聞き取りのワーク 
本編第８課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 

【第１７回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第１８回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 
 

【第１
９回】 
【第２
０回】 

【第１９回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
役割練習：本編第１０課 四（練習と運用）５、６ 
【第２０回】 
本編第１０課 文法のワーク 
 

【第１９回】 
復習：学習したことを整理する。 
【第２０回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 
 

【第２ 【第２１回】 【第２１回】 



１回】 
【第２
２回】 

本編第１０課 四（練習と運用）文化知識 
【第２２回】 
HSK3 級対策（１） 

復習：間違えたところを復習する。 
予習：知らない単語を調べておく。 
【第２２回】 
復習：間違えたところを復習する。 
予習：知らない単語を調べておく。 
 

【第２
３回】 
【第２
４回】 

【第２３回】 
HSK3 級対策（２） 
【第２４回】 
HSK3 級対策（３） 

【第２３回】 
復習：間違えたところを復習する。 
予習：知らない単語を調べておく。 
【第２４回】 
復習：間違えたところを復習する。 
予習：知らない単語を調べておく。 
 

【第２
５回】 
【第２
６回】 

【第２５回】 
HSK3 級対策（４） 
【第２６回】 
HSK3 級対策（５） 
 

【第２５回】 
復習：間違えたところを復習する。 
予習：知らない単語を調べておく。 
【第２６回】 
復習：間違えたところを復習する。 
予習：知らない単語を調べておく。 

【第２
７回】 
【第２
８回】 

【第２７回】 
HSK3 級対策（６） 
【第２８回】復習 
 

【第２７回】 
復習：間違えたところを復習する。 
【第２８回】復習 
復習：間違えたところを復習する。 

【第２
９回】 
【第３
０回】 

【第２９回】ふりかえり、総括試験（口頭試験） 
【第３０回】ふりかえり、総括試験（筆記試験） 

【第２９回】 
できなかったところを復習する。 
【第３０回】 
できなかったところを復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A51 

2.科目名 基礎英語 (再) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb、福地美奈子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:実用的な場面で使われる日常会話の演習を行うことで、英語を用いてコミュニ ケ
ーションを行うことが 
できるリスニングスキルの習得を目指す。  
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 最終的に TOEIC Bridge Test で 140 点をクリアする。 

19.教科書・教材 Grammar: World Interviews 株式会社 成美堂 ISBN:9784791945870 
20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 
通常点 60 点 
中間テスト 40 点 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 
Grammar:オリエンテーション・Unit 1: Vacations 
Activity：Unit 1 Review of tenses  

第 2 週 Grammar: Unit 2: Growing Up 
Activity：Unit 2 Count/ non-count nouns 

 

第 3 週 Grammar: Unit 3: Entertainment 
Activity：Unit 3 Partitives/ Imperatives 

 

第 4 週 
Grammar: Unit 4: Food and Drink 
Activity：Unit 4 Future tense/ Time expressions 

 

第 5 週 
Grammar: Unit 5: Travel & Tourism 
Activity：Unit 5 Comparatives/ Should/ 
Possessive pronouns 

 

第 6 週 
Grammar:Grammar: Unit 6: Education 
Activity：Unit 6 Superlatives 

 

第 7 週 
Grammar:中間テストとフィードバック 
Activity：中間テスト  

第 8 週 Grammar: Unit 7: Fashion 
Activity：Unit 7 Imperatives/ Directions 

 

第 9 週 Grammar: Unit 8: Living Abroad 
Activity：Unit 8 Adverbs/ comparative of adverbs 

 

第 10 週 
Grammar: Unit 9: Working Life 
Activity：Unit 9 Past continuous 

 

第 11 週 Grammar: Unit 10 Health  



Activity：Unit 10 Could/ Be able to/ Have got to 

第 12 週 
Grammar: Unit12 Student Life 
Activity：Unit 11 Past tense review, count/non-
count review 

 

第 13 週 
Grammar:Unit 14 Shopping 
Activity：Unit 12 Future continuous/ Time 
expressions 

 

第 14 週 
Grammar:Unit 23 Dating and Marrige 
Activity：Unit 13 Some/ Any  

第 15 週 Grammar: Final assessment and review 
Activity： Final assessment and review 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
M51 

2.科目名 基礎英語 （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 家村雅子、原良子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
実践的な英語の運用能力を身につけるため、本科目は語彙力の増強と表現力の習得を目的と
しています。英語で行うコミュニケーションに必要不可欠のリスニング能力の向上に力をい
れます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①英語の音声を聞き取ることができるようになる。 
②英語独特の表現を理解することができる。 
③音声メッセージを理解することができる。 

19.教科書・教材 

Essential Listening Skills for College Students,  S. Funada 著、朝日出版社 
ISBN978-4-255-15652-1 
適宜教材プリントを配布します。 
◎木曜日のテキスト：原良子担当 
First Primer ＜Revised Edition＞, T. Sato, S. Abematsu 他共著、（株）南雲堂 
ISBN978-4-523-17710-4 
 

20.参考文献 英和・和英（英英）辞書、電子辞書など 

21.成績評価 

成績評価については、月曜日の授業（50％）と木曜日の授業（50％）を合わせて行います。 
下記の 3 項目を基にします。 
・授業内活動（ペアワーク・グループワークを含む）  30％ （学習目標①②に対応） 
・リスニング＆語彙の復習クイズ           30％  
  （学習目標①②③のふりかえり） 
・総括試験     40％  （総括・振り返り） 
良識を持ち、前向きな姿勢で授業に臨んでください。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で受講生からの質問に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

[第１回]  
 

[第１回] オリエンテーション  
            （本授業の目的、内容、評価基準、授業
の進め方、 
                受講上の留意点などについて） 
[第１回] オリエンテーション  
            （本授業の目的、内容、評価基準、授業
の進め方、 
                受講上の留意点などについて） 
[第２回]  Unit 1:  子音の結合 

[第１回]  次回の予習 



         Franklin is good at skiing, skating 
and  
 

[第２回] 

[第２回]  Unit 1:  子音の結合 
          Franklin is good at skiing, skating 
and  
                             snowboarding.  
（続き） 
[第２回]  Unit 1:  be 動詞 
    Unit 2:  一般動詞 ( 現在） 

[第２回]   
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第３回] 

[第３回]   Unit 2:  音の短縮（１） 
                            I'm twenty-three 
years old.  （続き） 
       
[第３回]  Unit 3:    一般動詞（過去） 
    Unit 4:   進行形 
 

[第３回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第４回] 

[第４回]  Unit 3:  音の短縮（２） 
                              I'll be busy next 
week.  （続き） 
      
[第４回]  Unit 5: 未来形 
     Unit 6: 助動詞 

[第４回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第５回] 

[第５回]    Unit 4:  音の短縮（３） 
                                He isn't worried 
abou the results of the job  
                                interview. 
[第５回]   Unit 6: 助動詞 
                Unit 7: 名詞・冠詞    
 

[第５回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第６回] 

[第６回]  Unit 5:  音の同化（１） 
                     Did you tell your 
mother the news? 
[第６回]    Unit 8: 代名詞 
      Unit 9: 前置詞 

[第６回]   
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第７回] 

[第７回]  Unit 6:  音の同化（２） 
                     Can you recommend a 
good restaurant  
                                  around here?   
[第７回]   Unit 9: 前置詞 
     Unit 10: 形容詞・副詞 

[第７回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第８回] 
[第８回]  Units 4 - 6 の復習 
                     教材プリント演習  
[第８回]   Units 1 ~ 10 の復習 

[第８回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第９回] 
[第９回]  Unit 7:  音の同化（３） 
                     I want to be a vet in the 
future. （続き） 

[第９回] 
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 



      
[第９回]   Unit 11: 比較 

 

[第１０回] 

[第１０回]  Unit 8:  音の同化（４） 
                     I've got to bring my 
cholesterol down. （続き） 
[第１０回]   Unit 12:  命令文・感嘆文 

[第１０回]    
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第１１回] 

[第１１回]  Unit 9:  音の弱化（１） 
                     Tim is a junior at 
Brown University. 
                                  Am I right?  
（続き） 
[第１１回]    Unit 13: 接続詞 

[第１１回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第１２回] 

[第１２回]  Unit 10:  音の弱化（２） 
                      It's nice and warm 
today, isn't it? 
[第１２回]    Unit 14: 不定詞・動名詞 

[第２３回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
[第２４回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第１３回] 

[第１３回]   Unit 11:  音の脱落（１） 
                     My family consists of 
eight prople. 
[第１３回]    Unit 15: 受動態 

[第１３回]   
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第１４回] 

[第１４回]   Unit 12:  音の脱落（２） 
                     Would you care for 
some more brandy?. 
   
[第１４回]  Units 11~15 の復習 
 

[第１４回]   
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
 

[第１５回] 
[第１５回]  総括試験 
[第１５回]  総括試験 
 

[第１５回]  
[第１５回] 振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y51 

2.科目名 基礎英語 （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 POPOVA EKATERINA、佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

最終的に TOEIC Bridge Test で 140 点をクリアする。 

19.教科書・教材 
Grammar:『英語のハノン──やりなおし英文法スーパードリル』筑摩書房 
Activity： 

20.参考文献  

21.成績評価 Grammar : 50 点（中間テスト 20 点・期末テスト 20 点・通常点 10 点） 
Activity : 50 点（中間テスト 20 点・期末テスト 20 点・通常点 10 点） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar:オリエンテーション・Unit 0 基礎の確認
（品詞／英音法） 
Activity：Unit 1 主語と動詞の一致 
 

 

第 2 週 
Grammar:Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
Activity：Unit 2 ハイフンでつくる複合形容詞  

第 3 週 
Grammar:Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
Activity：Unit 3 自動詞と他動詞 
 

 

第 4 週 
Grammar:Unit 3 第 3 文型（SVO） 現在進行形／
助動詞 
Activity：Unit 4 可算名詞と不加算名詞 

 

第 5 週 
Grammar:Unit 4 第 4 文型（SVOO） 4.1-4.3 
Activity：Unit 5 時制の一致 

 

第 6 週 
Grammar:Grammar:Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
4.4-4.5 
Activity：Unit 6 接続詞 

 

第 7 週 
Grammar:中間テストとフィードバック 
Activity：中間テストとフィードバック  

第 8 週 
Grammar:Unit 5 第 5 文型（SVOC） 5.1-5.3 
Activity：Unit 7 現在完了形と現在完了進行形  

第 9 週 Grammar:Unit 5 第 5 文型（SVOC） 5.4-5.5 
Activity：イディオムⅠ 

 



第 10 週 
Grammar:Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 6.1-6.4 
Activity：Unit 9 It の構文 

 

第 11 週 
Grammar:Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 6.4 第 5 文
型（SVOC） 6.5-6.8 
Activity：Unit 10 比較級 

 

第 12 週 
Grammar:Unit 7 疑問形容詞・疑問副詞 
Activity：Unit 11 注意すべき助動詞と慣用表現  

第 13 週 
Grammar:Unit 8 受動態(1) 
Activity：Unit 12 イディオムⅡ  

第 14 週 Grammar:Unit 8 受動態(2) 
Activity：Unit 13 不定詞と動名詞 

 

第 15 週 
Grammar:TOEIC Bridge Test 
Activity：Unit 14 特殊構文 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A51 

2.科目名 総合英語Ⅰ (1/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三好徹明、福地美奈子 

5.授業科目の区分 基盤教育 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 尼崎キャンパスの学部生 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 

16.履修制限 ★秋学期の教務課発表の掲示で、受講するクラスを必ず確認の上、履修登録してください。 
★この科目を再履修する場合は、再履修クラスで必ず履修登録してください。 

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 三好 春学期月曜日 3 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・  



経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 

 



Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A52 

2.科目名 総合英語Ⅰ (2/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、岡田房子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A53 

2.科目名 総合英語Ⅰ (3/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、Ian Matthew Allensworth 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 

 



Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
②  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A54 

2.科目名 総合英語Ⅰ (4/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb、有村久男 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1 (4th Edition) （Oxford University Press） ISBN 978-0-19-
406099-8 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・  



経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 

 



Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A55 

2.科目名 総合英語Ⅰ (5/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男、John Snelling 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A56 

2.科目名 総合英語Ⅰ (6/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中川佳保、佐橋謙一 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A57 

2.科目名 総合英語Ⅰ (7/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉、Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1 (4th Edition) （Oxford University Press） ISBN 978-0-19-
406099-8 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 

 



Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 

第 14 週 Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）  



② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A58 

2.科目名 総合英語Ⅰ (8/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Randall Conners、丸橋良雄 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 授業終了後。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
M51 

2.科目名 総合英語Ⅰ (1/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Colin Rogers、福地美奈子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
M52 

2.科目名 総合英語Ⅰ (2/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、家村雅子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 

 



Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
②  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
M53 

2.科目名 総合英語Ⅰ (3/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 原良子、横山雅彦 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
M54 

2.科目名 総合英語Ⅰ (4/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、原良子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 

 



Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
②  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
M55 

2.科目名 総合英語Ⅰ (5/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 家村雅子、福地美奈子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。 
100 点満点を 20 点に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 

 



Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
②  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
M56 

2.科目名 総合英語Ⅰ (6/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 原良子、Colin Rogers 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y51 

2.科目名 総合英語Ⅰ （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、Colin Rogers 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y52 

2.科目名 総合英語Ⅰ （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 丸橋良雄、中川佳保 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 授業終了後 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y53 

2.科目名 総合英語Ⅰ （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 John Snelling、佐橋謙一 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 

 



Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 

第 14 週 Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）  



② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y54 

2.科目名 総合英語Ⅰ （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉、前田哲男 

5.授業科目の区分 基盤教育 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 神⼾山手キャンパスの学部生 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限 ・秋学期の教務課発表の掲示で、受講するクラスを必ず確認の上、履修登録してください。 

17.授業の目的と概要 
Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 前田：月曜３限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 

 



Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 

第 14 週 Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）  



② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y55 

2.科目名 総合英語Ⅰ （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男、POPOVA EKATERINA 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y56 

2.科目名 総合英語Ⅰ （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 POPOVA EKATERINA、川部純⺒ 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y57 

2.科目名 総合英語Ⅰ （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Ian Matthew Allensworth、有村久男 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 
（b,c クラスは Writing は任意） 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 

 



授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
① 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A51 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (1/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 尼崎キャンパスの学生 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 

16.履修制限 ★教務課発表の掲示で、受講するクラスを必ず確認の上、履修登録してください。  
★この科目を再履修する場合は、再履修クラスで必ず履修登録してください。 

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 秋学期 月曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out 

 

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel 

単語テスト事前学習（Unit 1） 
（60 分） 

第 3 回 
単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

単語テスト事前学習（Unit 2） 
（60 分） 

第 4 回 単語テスト（Unit 3） 単語テスト事前学習（Unit 3） 



Unit 4 Meetings （60 分） 

第 5 回 単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

単語テスト事前学習（Unit 4） 
（60 分） 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

単語テスト事前学習（Unit 5） 
（60 分） 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

単語テスト事前学習（Unit 6） 
（60 分） 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 

単語テスト事前学習（Unit 7） 
（60 分） 

第 9 回 単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

単語テスト事前学習（Unit 8） 
（60 分） 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

単語テスト事前学習（Unit 9） 
（60 分） 

第 11 回 
単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

単語テスト事前学習（Unit 10） 
（60 分） 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

単語テスト事前学習（Unit 11） 
（60 分） 

第 13 回 単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

単語テスト事前学習（Unit 12） 
（60 分） 

第 14 回 単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare 

単語テスト事前学習（Unit 13）（60 分） 

第 15 回 模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A52 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (2/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping  

第 7 回 単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A53 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (3/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 福地美奈子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A54 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (4/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping  

第 7 回 単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A55 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (5/16） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：45 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A56 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (6/16） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中川佳保 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A57 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (7/16） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out 

 

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel 

 

第 3 回 
単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement  

第 4 回 単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 

第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 



 

第 6 回 単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 
模擬試験 
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A58 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (8/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Randall Conners 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping  

第 7 回 単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A59 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (9/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 福地美奈子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A62 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (12/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：45 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A64 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (14/16） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping  

第 7 回 単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A65 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (15/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping  

第 7 回 単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A66 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (16/16) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 授業終了後 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
M51 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (1/3) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 福地美奈子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：45 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out 

 

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel 

 

第 3 回 
単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement  

第 4 回 単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 

第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 



 

第 6 回 単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 
模擬試験 
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
M52 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (2/3) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 家村雅子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
M53 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (3/3) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 原良子 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y51 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （1/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Colin Rogers 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y52 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （2/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中川佳保 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y53 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （3/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping  

第 7 回 単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses  

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y54 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （4/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 川部純⺒ 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y57 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （7/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：45 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y58 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （1/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 

16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 
 

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：65 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 授業終了後。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out 

 

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel 

 

第 3 回 
単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement  

第 4 回 単語テスト（Unit 3）  



Unit 4 Meetings 

第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement 

 

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work 

 

第 10 回 
単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 
単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic  

第 12 回 単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media 

 

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare 

 

第 15 回 
模擬試験 
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y59 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （2/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、450
点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた Grammar や Activity の授
業の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたまま、15
回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆に、これ
までの授業に真剣に取り組んだ者は、この 15 回の講義でスコアを劇的にアップさせること
ができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 Crossing the TOEIC Bridge（朝日出版社） 
20.参考文献  

21.成績評価 
単語テスト（第 2 回〜第 13 回／計 13 回×5 点）：45 点 
＊単語テストは、教科書 pp.116-127 の Vocabulary Check List から出題されます。 
期末テスト（模擬試験）：35 点 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit 1 Eating Out  

第 2 回 
単語テスト（Unit 1） 
Unit 2 Travel  

第 3 回 単語テスト（Unit 2） 
Unit 3 Amusement 

 

第 4 回 
単語テスト（Unit 3） 
Unit 4 Meetings 

 



第 5 回 
単語テスト（Unit 4） 
Unit 5 Personnel 
 

 

第 6 回 
単語テスト（Unit 5） 
Unit 6 Shopping 

 

第 7 回 
単語テスト（Unit 6） 
Unit 7 Advertisement  

第 8 回 
単語テスト（Unit 7） 
Unit 8 Daily life 
 

 

第 9 回 
単語テスト（Unit 8） 
Unit 9 Office Work  

第 10 回 単語テスト（Unit 9） 
Unit 10 Businesses 

 

第 11 回 単語テスト（Unit 10） 
Unit 11 Traffic 

 

第 12 回 
単語テスト（Unit 11） 
Unit 12 Finance and Banking 

 

第 13 回 
単語テスト（Unit 12） 
Unit 13 Media  

第 14 回 
単語テスト（Unit 13） 
Unit 14 Health and welfare  

第 15 回 模擬試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE105-
A81 

2.科目名 ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じ、学科
の目標である 450 点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んできた英文法や
英音法の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがしろにしたま
ま、30 回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけではない。逆
に、これまでの授業に真剣に取り組んだ者は、この 10 日間で驚くほど（場合によっては
700-800 点台に）スコアをアップさせることができるだろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R500 点以上を取得する。 

19.教科書・教材 『KEY STRATEGIES FOR SUCCESS ON THE TOEIC L&R TEST Level 500』朝日出版社 
20.参考文献  

21.成績評価 
平常点 30 点 
最終テスト 70 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit L-1 
Unit R-1 

 

第 2 回 
Unit L-2 
Unit R-2 

 

第 3 回 
Unit L-3 
Unit R-3  

第 4 回 
Unit L-4 
Unit R-4  

第 5 回 Unit L-5 
Unit R-5 

 

第 6 回 
Unit L-6 
Unit R-6 

 

第 7 回 
Unit L-7 
Unit R-7 

 

第 8 回 Unit L-8  



Unit R-8 

第 9 回 Unit L-9 
Unit R-9 

 

第 10 回 
Unit L-10 
Unit R-10 

 

第 11 回 
Unit L-11 
Unit R-11  

第 12 回 
Unit L-12 
Unit R-12  

第 13 回 Unit L-13 
Unit R-13 

 

第 14 回 
Unit L-15 
Unit R-15 

 

第 15 回 模擬テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE105-
M81 

2.科目名 ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
概要：この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じる。 
目的：TOEIC テストの得点向上を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R500 点以上を取得する。  
DP ④問題発見・解決力 ⑤コミュニケーションスキルに関連する。 

19.教科書・教材 『KEY STRATEGIES FOR SUCCESS ON THE TOEIC L&R TEST Level 500』朝日出版社 
20.参考文献  

21.成績評価 
平常点 30 点 
小テスト 30 点 
最終テスト 40 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit L-1 
Unit R-1 

 

第 2 回 
Unit L-2 
Unit R-2  

第 3 回 Unit L-3 
Unit R-3 

 

第 4 回 Unit L-4 
Unit R-4 

 

第 5 回 
Unit L-5 
Unit R-5 

 

第 6 回 
Unit L-6 
Unit R-6  

第 7 回 
Unit L-7 
Unit R-7  

第 8 回 Unit L-8 
Unit R-8 

 

第 9 回 
Unit L-9 
Unit R-9 

 

第 10 回 
Unit L-10 
Unit R-10 

 

第 11 回 
Unit L-11 
Unit R-11  

第 12 回 Unit L-12 
Unit R-12 

 



第 13 回 
Unit L-13 
Unit R-13 

 

第 14 回 
Unit L-15 
Unit R-15  

第 15 回 模擬テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE105-
Y81 

2.科目名 ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤恵一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的 
この科目は、英文法の基礎を習得し、TOEIC で合計スコア 500 点以上を取得できるような
基礎的な英語力を身につけることを目的とします。 
概要 
ただ問題を解くだけではなく、英文法を理解し、正しく英文を読むための基礎力を身につけ
ます。学習した英文法を使っての作文や音読などのアウトプット活動も行い、理解の深化と
身体化も目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 実用的な語学力 
② 他者と協働するコミュニケーションスキル 

19.教科書・教材 Key Strategies for Success on the TOEIC L&R Test [Level 500] （朝日出版社） 
20.参考文献 授業内で適宜紹介、必要な場合はプリントを配布 

21.成績評価 

授業参加度 30 点…学習目標②に対応 
小テスト 30 点…学習目標①に対応 
最終試験 40 点…学習目標①に対応 
合計 60 点以上で合格となる 

22.コメント 
・授業の進度や内容は受講生の理解度に合わせて変更する場合があります。 
・ペアワーク、グループワークを使って授業を進めます。積極的な参加を求めます。 

23.オフィスアワー 授業前後に教室や講師控え室で。もしくは e-mail での対応とする。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 コースガイダンスとプレテスト 
プレテストの結果を分析し、自分の弱点を客
観的に把握する。 

第 2 回 
短文穴埋め問題の学習 
Unit R-1：品詞 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 3 回 
写真問題の学習 
Unit L-1：写真問題（人物が写っている写真） 
Unit L-2：写真問題（人物が写っていない写真） 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 4 回 
短文穴埋め問題の学習 
Unit R-2：動詞のかたち 1（受動態／能動態） 
Unit R-3：動詞のかたち 2（時制、その他） 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 5 回 
応答問題の学習 
Unit L-3：疑問詞で始まる疑問文 
Unit L-4：Yes/No 疑問文、その他の疑問文 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 6 回 
短文穴埋め問題の学習 
Unit R-4：前置詞／接続詞 
Unit R-5：代名詞、関係代名詞 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 7 回 応答問題の学習 
Unit L-5：平叙文、意外な応答 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 



Unit L-6：機能別疑問文 

第 8 回 

⻑文穴埋め問題の学習 
Unit R-6：⻑文穴埋め問題 
読解問題の学習 
Unit R-7：広告、チャット 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 9 回 

会話問題の学習 
Unit L-7：次の行動を問う問題 
Unit L-8：問題点、提案、申し出を問う問題 
Unit L-9：目的、依頼、話者の意図を問う問題 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 10 回 

読解問題の学習 
Unit R-8：E メール、手紙 
Unit R-9：告知、社内回覧 
Unit R-10：記事 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 11 回 

スピーチ問題の学習 
Unit L-10：録音メッセージ、アナウンス 
Unit L-11：トーク、会議、ニュース 
Unit L-12：図表がついた問題 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 12 回 
読解問題の学習 
Unit R-11：ダブルパッセージ 
Unit R-12：トリプルパッセージ 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 13 回 
総復習 1 
Unit R-13：穴埋め問題の復習 
Unit L-13：写真問題と会話問題の復習 

単語の予習、不確かな文法事項の復習、読解
パッセージの復習、例文の音読 

第 14 回 
Unit R-14：読解問題の復習 
Unit L-14：応答問題とスピーチ問題の復習 

単語の予習、不確かな文法事項の復習、読解
パッセージの復習、例文の音読 

第 15 回 まとめと授業内試験 
総復習をして試験に臨む、試験終了後は自分
の学習を振り返り今後の学習計画の指針とす
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE109-
Y51 

2.科目名 英語基礎２ a 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山雅彦 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 

9.履修学年 １学年 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 

英語のハノン（初級） 筑摩書房 
英語のハノン（中級） 筑摩書房 
※ 秋学期の途中で中級編を使用開始することになるが、秋学期前の教科書購入時に中級を
購入しておくこと 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示で使用する場合を除き、原
則禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 

第１回：オリエンテーション 
    英語のハノン（初級） 
    Unit 11 現在完了形(2)〈完了(結果)・経験〉 
第２回：Unit 11 現在完了形(2)〈完了(結果)・経験〉 

 

第２週 第３回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 
第４回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 

 

第３週 
第５回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 
第６回：Unit 13 不定詞(1) 名詞的用法 

 

第４週 
第７回：Unit 13 不定詞(1) 名詞的用法 
第８回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞  

第５週 第９回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞  



第 10 回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞 

第６週 第 11 回：Unit 15 不定詞(3) 形容詞的用法 
第 12 回：Unit 15 不定詞(3) 形容詞的用法 

 

第７週 
第 13 回：Unit 16 不定詞(4) 副詞的用法 
第 14 回：Unit 16 不定詞(4) 副詞的用法 

 

第８週 
第 15 回：Unit 17 分詞(1) 形容詞的用法 
第 16 回：中間テスト  

第９週 

第 17 回：Unit 18 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
① 
第 18 回：Unit 18 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
① 

 

第 10 週 

第 19 回：Unit 19 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
② 
第 20 回：Unit 19 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
② 

 

第 11 週 
英語のハノン（中級） 
第 21 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 
第 22 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 

 

第 12 週 
第 23 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 
第 24 回：Unit 2 接続詞(2) 副詞節を作る②  

第 13 週 
第 25 回：Unit 2 接続詞(2) 副詞節を作る② 
第 26 回：Unit 3 接続詞(3) 副詞節を作る③  

第 14 週 
第 27 回：Unit 3 接続詞(3) 副詞節を作る③ 
第 28 回：Unit 4 接続詞(4) 副詞節を導く that の不
定詞への言い換え 

 

第 15 週 
第 29 回：Unit 4 接続詞(4) 副詞節を導く that の不
定詞への言い換え 
第 30 回：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE109-
Y52 

2.科目名 英語基礎２ b 3.単位数 2 

4.授業担当教員 和泉有香 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 １学年 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 

英語のハノン（初級） 筑摩書房 
英語のハノン（中級） 筑摩書房 
※ 秋学期の途中で中級編を使用開始することになるが、秋学期前の教科書購入時に中級を
購入しておくこと 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
・教科書を購入していない学生は、評価の対象外とします。 
・対面授業中のスマートフォン使用は、教員の指示がある場合を除き、原則禁止とします。 
・授業内容（進度）は実情に合わせて柔軟に調整します。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 

第１回：オリエンテーション 
    英語のハノン（初級） 
    Unit 11 現在完了形(2)〈完了(結果)・経験〉 
第２回：Unit 11 現在完了形(2)〈完了(結果)・経験〉 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第２週 
第３回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 
第４回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第３週 
第５回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 
第６回：Unit 13 不定詞(1) 名詞的用法 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第４週 第７回：Unit 13 不定詞(1) 名詞的用法 
第８回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第５週 
第９回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞 
第 10 回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 



第６週 
第 11 回：Unit 15 不定詞(3) 形容詞的用法 
第 12 回：Unit 15 不定詞(3) 形容詞的用法 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第７週 
第 13 回：Unit 16 不定詞(4) 副詞的用法 
第 14 回：Unit 16 不定詞(4) 副詞的用法 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第８週 第 15 回：Unit 17 分詞(1) 形容詞的用法 
第 16 回：中間テスト 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第９週 

第 17 回：Unit 18 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
① 
第 18 回：Unit 18 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
① 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 10 週 

第 19 回：Unit 19 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
② 
第 20 回：Unit 19 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
② 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 11 週 
英語のハノン（中級） 
第 21 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 
第 22 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 12 週 第 23 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 
第 24 回：Unit 2 接続詞(2) 副詞節を作る② 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 13 週 
第 25 回：Unit 2 接続詞(2) 副詞節を作る② 
第 26 回：Unit 3 接続詞(3) 副詞節を作る③ 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 14 週 
第 27 回：Unit 3 接続詞(3) 副詞節を作る③ 
第 28 回：Unit 4 接続詞(4) 副詞節を導く that の不
定詞への言い換え 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 15 週 
第 29 回：Unit 4 接続詞(4) 副詞節を導く that の不
定詞への言い換え 
第 30 回：期末テスト 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE109-
Y53 

2.科目名 英語基礎２ c 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田哲男 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 １学年 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 

英語のハノン（初級） 筑摩書房 
英語のハノン（中級） 筑摩書房 
※ 秋学期の途中で中級編を使用開始することになるが、秋学期前の教科書購入時に中級を
購入しておくこと 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示で使用する場合を除き、原
則禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 

第１回：オリエンテーション 
    英語のハノン（初級） 
    Unit 11 現在完了形(2)〈完了(結果)・経験〉 
第２回：Unit 11 現在完了形(2)〈完了(結果)・経験〉 

 

第２週 
第３回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 
第４回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 

 

第３週 
第５回：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問文 
第６回：Unit 13 不定詞(1) 名詞的用法  

第４週 第７回：Unit 13 不定詞(1) 名詞的用法 
第８回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞 

 

第５週 
第９回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞 
第 10 回：Unit 14 不定詞(2) 不定詞と動名詞 

 



第６週 
第 11 回：Unit 15 不定詞(3) 形容詞的用法 
第 12 回：Unit 15 不定詞(3) 形容詞的用法 

 

第７週 
第 13 回：Unit 16 不定詞(4) 副詞的用法 
第 14 回：Unit 16 不定詞(4) 副詞的用法  

第８週 第 15 回：Unit 17 分詞(1) 形容詞的用法 
第 16 回：中間テスト 

 

第９週 

第 17 回：Unit 18 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
① 
第 18 回：Unit 18 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
① 

 

第 10 週 

第 19 回：Unit 19 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
② 
第 20 回：Unit 19 分詞(2) 副詞的用法（分詞構文）
② 

 

第 11 週 
英語のハノン（中級） 
第 21 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 
第 22 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 

 

第 12 週 第 23 回：Unit 1 接続詞(1) 接続詞の基本的役割 
第 24 回：Unit 2 接続詞(2) 副詞節を作る② 

 

第 13 週 
第 25 回：Unit 2 接続詞(2) 副詞節を作る② 
第 26 回：Unit 3 接続詞(3) 副詞節を作る③ 

 

第 14 週 
第 27 回：Unit 3 接続詞(3) 副詞節を作る③ 
第 28 回：Unit 4 接続詞(4) 副詞節を導く that の不
定詞への言い換え 

 

第 15 週 
第 29 回：Unit 4 接続詞(4) 副詞節を導く that の不
定詞への言い換え 
第 30 回：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE109-
Y55 

2.科目名 英語基礎２ L2（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川部純⺒ 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリスニング及びリーディング演習を中心に行い、語彙の補強、文
法、読解力および聴解力の強化を目指す。前回の問題演習をもとに、語彙と文法の小テスト
を毎回行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目標 

19.教科書・教材 
Longman Preparation Series for the TOEIC TEST: Listening & Reading, Introductory 
Course (6th Edition) Person 

20.参考文献 Electric/Paper dictionary 
21.成績評価 平常点 50 点、小テスト  20 点、総括試験(Final test) 30 点 

22.コメント 

＊授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
＊テキスト忘れや、授業に参加していない(携帯を見ている/居眠り/私語など)、宿題をして
いない等の場合には、欠席扱いとなることがあります。 
＊授業内での活動及び assignments を重視している為、欠席しないように十分に注意して
ください。 
＊提出期限が過ぎた assignments は受理しないので点数はゼロである。 
＊やむ終えず欠席してしまった場合、必ず次の授業までに担当教員より学習内容及び宿題を
確認し、次の授業に臨んでください。 
＊授業は主に教科書に沿って進めていき 

23.オフィスアワー Questions are welcome via email or before/after the class. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

 
Day 1 Course introduction 
Day 2 About TOEIC & Pre-test 
 

 

Week 2 

 
Day 3 Part 1: Photographs 
Day 4 Part 1 
 

 

Week 3 

 
Day 5 Part 1 
Day 6 Part 2: Question-Response 
 

 



Week 4 

 
Day 7 Part 2 
Day 8 Part 2 
 

 

Week 5 

 
Day 9 Part 3: Conversations 
Day 10 Part 3 
 

 

Week 6 

 
Day 11 Part 3 
Day 12 Part 4: Talks 
 

 

Week 7 

 
Day 13 Part 4 
Day 14 Part 4 
 

 

Week 8 

 
Day 15 Listening Review 
Day 16 Listening 小テスト 
 

 

Week 9 

 
Day 17 Part 5: Incomplete Sentences 
Day 18 Part 5 
 

 

Week 10 

 
Day 19 Part 5 
Day 20 Part 6: Text Completion 
 

 

Week 11 

 
Day 21 Part 6 
Day 22 Part 6 
 

 

Week 12 

 
Day 23 Part 7: Reading Comprehension 
Day 24 Part 7 
 

 

Week 13 

 
Day 25 Part 7 
Day 26 Reading Review 
 

 

Week 14 

 
Day 27 Reading 小テスト 
Day 28 模擬テスト１ 
 

 

Week 15 
 
Day 29 模擬テスト２ 
Day 30 総括試験 Final Test 

 



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE111-
Y52 

2.科目名 オーラル・コミュニケーション２ b 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course will enable students to communicate with classmates on Zoom calls, 
demonstrate content knowledge and expertise in oral presentations, and communicate 
career goals to potential employers in job interviews. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Course Objectives: 
1. Enable students to express their goals in class through effective oral communication. 
2. Enable students to understand English topics and statements. 
3. Enable students to create a comprehensive presentation about a topic that will b 

19.教科書・教材 

Textbook title: Smart Choice 2 (Student Book) 
Publisher: Oxford University Press 
Author: Ken Wilson 
ISBN: 978-0-19-406114-8 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. In-class activities (points) 20% 
2. Class Participation (cooperation and attitude) 30% 
3. Midterm Task 20% 
4. Final Task 30% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

Kobe Yamate Campus Building 3 
Global Gakushu Plaza Rm 016 
Monday-Friday  
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1. Attendance 
2. Course introduction (Attendance, syllabus 
overview, course requirements) 
3. Textbook introduction 
4. Lesson overview 
Unit 0: Lesson Introduction: Useful Classroom 
Language 

 

 

Unit 1: How was your vacation? 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Vacation activities 
Speaking: Vacations 
Grammar: Agreeing/Disagreeing 
Listening: Activities and plans 
Reading: Unusual vacation article 

 

 Unit 2: I think it's boring!  



The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Movies and music. 

 
Unit 3: Do it before 30! 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Extreme sports and activities 

 

 
Unit 4: The best place in the world 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Natural features 

 

 
Unit 5: Where's the party? 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Special events 

 

 Midterm Test  

 

Unit 6: You should try it! 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Healthy and unhealthy 
activities 

 

 

Unit 7: There are too many stores! 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Things to buy 
 

 

 
Unit 8: Wanted: People who can sing 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Describing personality 

 

 

Unit 9: What were you doing? 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Accidents and injuries 
 

 

 
Unit 10: I used to sing 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: School activities and clubs 

 

 
Unit 11: You'll save money if. . 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Recycling 

 

 
Unit 12: You could be a lifeguard 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Vacation jobs 

 

 Final Test: Presentation  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE111-
Y53 

2.科目名 オーラル・コミュニケーション２ c 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course will enable students to communicate with classmates on Zoom calls, 
demonstrate content knowledge and expertise in oral presentations, and communicate  
career goals to potential employers in job interviews. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Course Objectives: 
1. Enable students to express their goals in class through effective oral communication. 
2. Enable students to understand English topics and statements. 
3. Enable students to create a comprehensive presentation about a topic that will b 

19.教科書・教材 

Textbook title: Smart Choice 2 (Student Book)  
Publisher: Oxford University Press  
Author: Ken Wilson 
ISBN: 978-0-19-406114-8 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. In-class activities (points) 20% 
2. Class Participation (cooperation and attitude) 30% 
3. Midterm Task 20% 
4. Final Task 30% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
Kobe Yamate Campus Building 3 
Global Gakushu Plaza Rm 016 
Monday-Friday 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1. Attendance 
2. Course introduction (Attendance, syllabus 
overview, course requirements) 
3. Textbook introduction 
4. Lesson overview 
Unit 0: Lesson Introduction: Useful Classroom 
Language 

 

 

Unit 1: How was your vacation?  
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Vacation activities 
Speaking: Vacations 
Grammar: Agreeing/Disagreeing 
Listening: Activities and plans  
Reading: Unusual vacation article  
 

 

 Unit 2: I think it's boring!   



The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Movies and music. 

 
Unit 3: Do it before 30!  
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Extreme sports and activities 

 

 
Unit 4: The best place in the world 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Natural features 

 

 
Unit 5: Where's the party?  
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Special events 

 

 Midterm Test  

 

Unit 6: You should try it!  
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Healthy and unhealthy 
activities 
 

 

 

Unit 7: There are too many stores!  
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Things to buy  
 

 

 

Unit 8: Wanted: People who can sing 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Describing personality 
 

 

 

Unit 9: What were you doing?  
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Accidents and injuries  
 

 

 
Unit 10: I used to sing 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: School activities and clubs 

 

 
Unit 11: You'll save money if. .  
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Recycling 

 

 
Unit 12: You could be a lifeguard 
The goal of this section is to present and practice 
the target vocabulary: Vacation jobs 

 

 Final Test: Presentation  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE111-
Y54 

2.科目名 
オーラル・コミュニケーション２ L2
（1/2） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 George Schaaff 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Students of Oral Communication 2 will: 
Develop the ability to speak in brief monologues and dialogues that include: 
-frequently used expressions 
-exchanging information 
-talking about one̓ s own background and experiences 
Develop intensive listening skills that focus on features of pronunciation  
Make an effort to listen for main ideas and details within extensive listening tasks 
Arrange and participate in dialogues with speaking partners outside of class and report 
on them 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 

Smart Choice 2 (Oxford) 
この本にはいくつかの異なる版があるので、学生はこの教科書を UNIPA[丸善]からのみ購入
する必要があります。 先生は授業初日に丸善のウェブサイトで正しい教科書を生徒に見せ
ます。 丸善以外の店で教科書を購入した生徒は、間違ったバージョンの教科書を購入する
リスクがあります。 

20.参考文献 
Using a dictionary is recommended. Translation software is not permitted for the purpose 
of classroom communication or homework. 

21.成績評価 

Speaking Reports (4 x 5%) 20% 
Listening Homework (5 x 5%) 25% 
Tests (4 x 10%) 40% 
Participation and effort 15% 

22.コメント 
Some aspects of the syllabus may be subject to change. シラバスの一部の側面は変更さ
れる可能性があります。 

23.オフィスアワー 
The instructor may be contacted by email. 
pg-schaaff@kuins.ac.jp 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Course Introduction 
Tech check 
Instructions on purchasing the textbook 
Unit 1 - Vocabulary and listening focus 

Read course information 
Listening Homework 1 
Speaking Report 1  
 

Week 2 
Unit 1 - Speaking focus  
Unit 2 - Vocabulary and listening focus Speaking Report 1 

Week 3 Unit 2 - Speaking focus  
Unit 3 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 1 

Week 4 
Unit 3 - Speaking focus 
Test 1 (Units 1~3) 

Speaking Report 1  
Listening Homework 2 



Week 5 
Unit 4 - Vocabulary and listening focus 
Unit 4 - Speaking focus 

Speaking Report 2 

Week 6 
Unit 5 - Vocabulary and listening focus 
Unit 5 - Speaking focus Speaking Report 2 

Week 7 Unit 6 - Vocabulary and listening focus 
Unit 6 - Speaking focus 

Speaking Report 2 

Week 8 
Test 2 (Units 4~6) 
Unit 7 - Vocabulary and listening focus 

Listening Homework 2 
Speaking Report 3 
 

Week 9 Unit 7 - Speaking focus  
Unit 8 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 3 

Week 10 
Unit 8 - Speaking focus  
Unit 9 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 3 

Week 11 
Unit 9 - Speaking focus 
Test 3 (Units 7~9) 

Speaking Report 3 
Listening Homework 3 

Week 12 
Unit 10 - Speaking focus  
Unit 10 - Vocabulary and listening focus Speaking Report 4 

Week 13 Unit 11 - Speaking focus  
Unit 11 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 4 

Week 14 
Unit 12 - Speaking focus  
Unit 12 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 4 

Week 15 
Test 4 (Units 10~12) 
Feedback and course wrap-up 

Listening Homework 5 
Speaking Report 4 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE113-
Y51 

2.科目名 総合英語Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山雅彦 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 いわゆる学校文法を整理し、さらにそのスピーキングでの運用能力を養成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オー
ディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用で
きるようになることを学習目標とする。この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、
とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーション
スキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や
使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習
は総合的な英 

19.教科書・教材 
『英語のハノン──やりなおし英文法スーパードリル／中級』筑摩書房 
『英語のハノン──やりなおし英文法スーパードリル／上級』筑摩書房 
＊購入については、第 1 回の授業で指示する。 

20.参考文献  

21.成績評価 
日常点：60 点 
小テスト：40 点 

22.コメント 

教科書は、必ず指定の方法で購入すること。予習は不要であるが、教科書を持参していない
学生は、他の学生の迷惑となるため、出席を認めない（教科書を忘れて出席しても、その回
は欠席扱いとする）。また、必ずノートテイキングと作業用のルーズリーフ（またはノート
ブック）を持参すること。 
課題を怠った学生、居眠りしたり雑談したりする学生には、退席を求め、欠席扱いとする。
また、原則として欠席・途中参加は認めない。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 
第 1 回 中級／Unit 11 
第 2 回 中級／Unit 12 
 

 

第 2 週 
第 3 回 上級／Unit 1 
第 4 回 上級／Unit 1  

第 3 週 
第 3 回 上級／Unit 2 
第 4 回 上級／Unit 2  

第 4 週 第 3 回 上級／Unit 3 
第 4 回 上級／Unit 3 

 

第 5 週 
第 3 回 上級／Unit 4 
第 4 回 上級／Unit 4 

 

第 6 週 
第 3 回 上級／Unit 5 
第 4 回 上級／Unit 5 

 

第 7 週 第 3 回 上級／Unit 6  



第 4 回 上級／Unit 6 

第 8 週 第 3 回 上級／Unit 7 
第 4 回 上級／Unit 7 

 

第 9 週 
第 3 回 上級／Unit 8 
第 4 回 上級／Unit 8 

 

第 10 週 
第 3 回 上級／Unit 9 
第 4 回 上級／Unit 9  

第 11 週 
第 3 回 上級／Unit 10 
第 4 回 上級／Unit 10  

第 12 週 第 3 回 上級／Unit 11 
第 4 回 上級／Unit 11 

 

第 13 週 
第 3 回 上級／Unit 12 
第 4 回 上級／Unit 12 

 

第 14 週 
第 3 回 上級／Unit 13 
第 4 回 上級／Unit 13 

 

第 15 週 
第 3 回 上級／Unit 14 
第 4 回 上級／Unit 14  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE117-
Y81 

2.科目名 インテンシブイングリッシュⅡ （観光） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade、Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to enable students to have a grasp of the fundamentals of 
all the skill areas: grammar, reading, writing, speaking and listening. In this way, students 
ill become indispensable for communication in English. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

The learning objectives (skills to acquire) of this subject are as follows. 
① Students will be able to learn essential expressions  in hospitality situations through 
actual conversations.   
② Students will be able to improve their vocabulary in hospitalit 

19.教科書・教材 

Title: Hospitality on the Scene 
Publisher: Kinseido Publishing Co., Ltd.  
Authors: Megumi Uesugi, Kay Abe, Chikae Ito, Yasuhiko Matsushima, Takehiko Kozue 
and Jacob Schere 
ISBN:  978-4-7647-4067-9 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. Classroom Activities 40 % 
(Discussion, presentations and skits)   
2. Quizzes and Drills 30% 
3. Final Task 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

*Course Introduction 
*Textbook Overview 
*Lesson flow overview 
Unit 1: Transportation 
You will learn the basic information and guidance 
on various types of transportation.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation 

 

 

Unit 2: At a Check-in Counter (Hotel)  
Goal: Practice response to check-in 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 



* Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group Activity: Role-play (Important sente 

 

Unit 3: Facilities and Services 
Goal: Hotel service such as room service and 
fitness center 
(Hotel service information) 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Ski 

 

 

Unit 4: Giving Directions 
Goal: How to give directions to customers from 
overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Pair Activity: Giving directions/ 

 

 

Unit 5: Recommending a Trip 
Goal: Recommending Japanese tourism spots to 
customers from overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group presentation 

 

 

Unit 6: Dining in Japan 
Goal: Learn the points when guiding meals to 
customers from overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group activity and bra 

 



 

Unit 7: Dining in Japan (2) 
Goal: We will practice how to explain Japanese food 
that you can easily enjoy.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstor 

 

 

Unit 8: Arranging a Tour 
Goal: Learn how to arrange domestic travel to 
customers from overseas. 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group Activity: Role-p 

 

 

Unit 9: Staying at a Ryokan 
Goal: Learn the things to know and consider when 
staying in a Ryokan.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstorming acti 

 

 

Unit 10: Culture Experience in Japan  
Goal: Learn the points when introducing Japanese 
traditional culture to customers from overseas. 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2 

 

 

Unit 11: Culture Experience in Japan (2) 
Goal: Introduce Japanese events and traditional 
entertainment in Japan.  
*Lesson Overview 
*Discussion 

 



*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brai 

 

Unit 12: Japanese Souvenirs 
Goal: Introducing Japanese souvenirs 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstorming activity and group presentation: 
Uniqu 

 

 

Unit 13: Dealing with Health Problems and 
Emergencies 
Goal: Learn how to deal with illnesses and injuries 
while traveling and how to respond to emergencies 
such as accidents and disasters.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 

 

Unit 14: Dealing with Complaints and Accidents  
Goal: Learn responses from customers to claims 
and inquiries.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group 

 

 

Unit 15: Upon Departure   
Goal: Learn how to check out and make subsequent 
arrangements.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE118-
Y81 

2.科目名 インテンシブイングリッシュⅢ （英コミ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横山雅彦 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部英語コミュニケーシ
ョン学科 

9.履修学年 1 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&R に特化してその
対策を講じ、550 点以上の得点を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R550 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ 

19.教科書・教材 

AN AMAZING APPROACH TO THE TOEIC L&R TEST（成美堂） 
教科書は、必ず指定の方法で事前に購入しておくこと。予習は不要であるが、教科書を持参
していない学生は、他の学生の迷惑となるため、出席を認めない（教科書を忘れて出席して
も、その回は欠席扱いとする）。また、必ずノートテイキングと作業用のルーズリーフ（ま
たはノートブック）を持参すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 
Pre-Test 20％ 
Mid-Test 40% 
Final Test 40% 

22.コメント 課題を怠った学生、居眠りしたり雑談したりする学生には、退席を求め、欠席扱いとする。
また、原則として欠席・途中参加は認めない。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション(授業の説明、教科書の使い方や
進め方等)、Pre-Test と解説  

第 2 回 Unit 1 「Home Appliances」(Part 1, 2, 5)  
第 3 回 Unit 2  「Recreation」(Part 3, 6)  
第 4 回 Unit 3  「Restaurants」(Part 4, 7)  
第 5 回 Unit 4  「Supermarket Shopping」(Part 1, 2, 5)  
第 6 回 Unit 5  「Housing」(Part 3, 6)  
第 7 回 Unit 6  「Business」(Part 4, 7)  



第 8 回 Mid-Test と解説、ふりかえり  
第 9 回 Unit 7  「Bank & Post office」(Part 1, 2, 5)  
第 10 回 Unit 8  「Job Hunting」(Part 3, 6)  
第 11 回 Unit 9  「Health」(Part 4, 7)  
第 12 回 Unit 10 「Tourism: Travel by Land」(Part 1, 2, 5)  
第 13 回 Unit 11 「Tourism: Travel by Air」(Part 3, 6)  

第 14 回 Unit 12 「Tourism: Hotels」(Part 4, 7) 
 

 

第 15 回 Final Test と解説、総括  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE120-
Y52 

2.科目名 英語総合２ L4 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤泰生 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：まとまった考えや意見を論理的に記述するための英語の約束事を基本から学ぶ。 
概要：教科書に沿って英文の基本構造を確認し、そこから段落ごとに自分の考えをまとめ、
やがて短いエッセイを記せるようになるまでを練習する。教科書の課題を授業および課外学
習でこなし、教員との間のフィードバックを加えつつ、最終提出課題を完成させていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 自分の考えを自立的に表現するコミュニケーション能力を身に付ける。 
② 教員免許その他の英語資格を取得するための専門知識と技能を取得する。 
③ 英語文化圏における文化の多様性を理解する。 

19.教科書・教材 
『Writing Frontiers:英語で発想するライティング』（金星堂、2010）ISBN:978−4−7647−
3896 
補助教材は授業で適宜配布する。 

20.参考文献 Karen Blanchard / Christine Root, Ready to Write 3 (Pearson, 2017) 

21.成績評価 

Routine Regular Essays （30％）      学習目標①② 
Group Work   (30%)                             学習目標①② 
Final Essay  (40%)                               学習目標①②③  
合算で 60％以上の得点を合格とする。 

22.コメント 
英文の「かたち」を理解するための反復練習が必要になるので、教科書以外に練習問題を随
時配布します。繰り返しが大切ですので、課外学習（宿題）を根気よくこなしてください。 

23.オフィスアワー 毎週木曜 3 時限：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 Introducing  Yourself (定義) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 1. 

第 2 回 Writing a Story by Yourself (出来事や経験を語る) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 2. 

第 3 回 Writing Your Own Recipe （手続きや手順の説明） 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 3. 

第 4 回 
Different Varieties of English（パラグラフの書き
方） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 4. 

第 5 回 Describing Interesting People and Places (描写) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 5. 

第 6 回 Expressing Your Feeling (例を挙げる) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 6. 

第 7 回 
Introducing Your Hometown (プロセス・ライティン
グを知る) 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 7. 

第 8 回 Studying More about the World（分類） 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 8. 

第 9 回 Why Are They So Popular（理由） In-class exercises and assigned tasks of 



the chapter 9. 

第 10 回 Why Have Fast Food Shops Become Popular in 
Japan ?（原因と結果） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 10. 

第 11 回 Comparing Shogi and Chess (比較と対照) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 11. 

第 12 回 
Things Can Be  the Same；Things Can Be 
Different （パラグラフからエッセイへ） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 12. 

第 13 回 Expressing Your Opinion (意見文) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 13. 

第 14 回 International Students at Various Universities（グラ
フ：統計の解釈） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 14. 

第 15 回 Presenting Yourself (自己アピール) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 15. 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE120-
Y53 

2.科目名 英語総合２ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田哲男 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２学年以上 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 
 また、１学年及び２学年の春学期までの必修科目で学んだ英語基礎及び英語総合の内容に
加え、より複雑な文章を運用できることを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 英語のハノン（上級） 筑摩書房 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
中間テスト 40 点 
期末テスト 40 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示で使用する場合を除き、原
則禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 
第１回：Unit 4 関係代名詞(4) 
第２回：Unit 4 関係代名詞(4) 

 

第２週 
第３回：Unit 5 関係代名詞(5) 
第４回：Unit 5 関係代名詞(5)  

第３週 第５回：Unit 5 関係代名詞(5) 
第６回：Unit 5 関係代名詞(5) 

 

第４週 
第７回：Unit 6  関係代名詞(6) 
第８回：Unit 6  関係代名詞(6) 

 

第５週 
第９回：Unit 7  関係副詞・関係形容詞 
第 10 回 : Unit 7  関係副詞・関係形容詞 

 

第６週 
第 11 回：Unit 7  関係副詞・関係形容詞 
第 12 回 : Unit 7  関係副詞・関係形容詞  

第７週 
第 13 回：Unit 8  複合関係詞 
第 14 回：Unit 8  複合関係詞  

第８週 第 15 回：Unit 8  複合関係詞 
第 16 回：中間テスト 

 



第９週 
第 17 回：Unit 8  複合関係詞 
第 18 回：Unit 8  複合関係詞 

 

第 10 週 
第 19 回：Unit 9  名詞構文 
第 20 回：Unit 9  名詞構文  

第 11 週 第 21 回：Unit 10  強調構文・動詞の強調 
第 22 回：Unit 10  強調構文・動詞の強調 

 

第 12 週 
第 23 回：Unit 11  助動詞＋have＋p.p. 
第 24 回：Unit 12  仮定法(1) 

 

第 13 週 
第 25 回：Unit 12  仮定法(1) 
第 26 回：Unit 13  仮定法(2) 

 

第 14 週 
第 27 回：Unit 14  仮定法(3) 
第 28 回：Unit 14  仮定法(3)  

第 15 週 第 29 回：Unit 14  仮定法(3) 
第 30 回：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE121-
Y51 

2.科目名 アドバンスト・コミュニケーション１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

This unit gives you: 
-Presentation Skills 
- Debating Skills 
- High Listening Skills 
- Tools for Independent Lifelong Learning 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this course, you should be able to: 
- research a topic 
- speak clearly and effectively on a topic of interest to an audience 
- express your opinion confidently and persuasively   
- develop your own unique presentation style 
- plan and organi 

19.教科書・教材 

"Present Yourself 2" Viewpoints (Second Edition)  by Steven Gershon [Cambridge 
University Press] 
(a blue A4 sized book) 
ISBN:  978-1-107-43578-0   (check at Maruzen) 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. Give a 10 minute class presentation on a topic of interest to you, related to your 
usiness studies.  
  You will use the format of Introduction / Body / Conclusion / Question Time / 
References  (30%) 
2. 2 x 5 minute Flipgrid mini-presentations (20%) 
3. 

22.コメント 

- As this is progressive assessment, your in-class attendance is advised.         
- Please ONLY use your cell   phone to access the recommended dictionary 
(www.collinsdictionary.com) 
- English is the language of this classroom. 
- **All care taken, but Tim 

23.オフィスアワー 
**Please contact your Teacher at the above email address as her attendance on campus 
ls limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Introductions, course requirements, study skills, 
note-taking, 
"Present Yourself" book, activities, how to be 
organised. 
English Vocab book for lifelong learning. 
Discussion of possible TOPICS. 
 

Communication skills 



Week 2 

Choosing your topic.  CHAPTER 1: A Person to 
Admire 
- questionnaire / describe life history & 
achievements / class discussion on famous people  
- Effective introduction & conclusion , Openers & 
Closers 
- Note cards & eye contact 

As directed by your Teacher 

Week 3 

CHAPTER 1 continued 
-plan and give a mini-presentation on a person you 
admire  
using FLIPGRID 
- English VOCAB notebook! 
 

As directed by your Teacher. 

Week 4 

CHAPTER 2: A Great Vacation Idea 
- interview classmates / suggestions for beginning 
and ending your presentation / use of PowerPoint / 
body language tips and tricks 

As directed by your Teacher 

Week 5 

CHAPTER 2 continued 
- plan and give a presentation about a vacation you 
recommend 
- organisational skills 
 

As directed by your Teacher 

Week 6 

CHAPTER 3: Young People Today 
- survey topics, questions & results / describing 
and conducting a class survey / reporting survey 
results / raise-your-hand surveys /  
making effective aids and use of REALIA / 
emphasising key info 

As directed by your Teacher 

Week 7 

CHAPTER 3:  continued 
- plan and give a presentation about a survey you 
conducted 
- effective note-taking 
How is your ENGLISH CENTRAL going? 
English VOCAB book 

As directed by your Teacher 

Week 8 

CHAPTER 4:  Let Me Explain 
- Q & A for a Fact or Myth quiz 
- providing context (background) and process steps 
- interesting presentation beginnings and endings 
- audience Q & A 

As directed by your Teacher 

Week 9 
CHAPTER 4 continued 
- plan and give a presentation on how something 
works or happens 

As directed by your Teacher 

Week 10 

CHAPTER 5:  In My Opinion 
-current issues &  surveying classmates  
- expressing opinions & supporting them with 
reasons 
- beginning presentation with a common viewpoint 
- ending presentation with a "call to action' 

As directed by your Teacher 



- using your voice effectively + use of 

Week 11 CHAPTER 5 continued 
- plan and give a presentation about a news story 

As directed by your Teacher 

Week 12 

CHAPTER 6:  In the News 
- headlines and stories 
- conducting a news questionnaire 
- summarising a news story 
- describing reactions to a news story 
 

As directed by your Teacher 

Week 13 

CHAPTER 6 continued 
- beginning presentations with a news headline 
- ending with an unanswered question 
- varying speech pace 
- leading a group discussion 
Plan and give a presentation about a news story 

As directed by your Teacher 

Week 14 
Time in class to prepare PowerPoint presentations 
and work 
 on your script. 

Prepare for your Presentation 

Week 15 

CLASS PRESENTATIONS (20 minute maximum 
each student) 
- allow 3 minutes for Question and Answer time. 
Have you completed ENGLISH CENTRAL course 
requirements? 
 [70 videos/ 300 words / 300 spoken lines].  You 
have 10 days 
 from today to do so! 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE122-
Y51 

2.科目名 アドバンスト・コミュニケーション２ L4 3.単位数 2 

4.授業担当教員 George Schaaff 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Students of Advanced Communication 2 will: 
Develop presentation skills along a wide variety of areas including the logic and clarity of 
message and contents, behaviors associated with strong public speaking, developing the 
structure of a presentation , and handling questions from the audience 
Develop accuracy in grammar and vocabulary related to presentation topics 
Share ideas and opinions in classroom discussions and/or debates 
Create and perform presentations on topics of interest and importance 
Listen for main ideas details within extensive listening tasks (English Central) 
Practice speaking outside of the classroom with online study tools (English Central) 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 
English Presentations Today (Nan'Un-Do)  
English Central access card 
*These are available through the Maruzen website link on UNIPA. 

20.参考文献  

21.成績評価 

Presentation Prep Homework (10 x 3%) 30% 
Presentations (5 x 8%) 40%  
Speaking and Listening Homework: English Central 20%  
Participation: Effort to communicate in English 10% 

22.コメント 
Some aspects of the syllabus may be subject to change. シラバスの一部の側面は変更さ
れる可能性があります。 

23.オフィスアワー The instructor may be contacted by email. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Course Introduction / tech check 
Unit 1 presentation skills focus 

Review course information 
Presentation Prep Homework 1 

Week 2 
Unit 2 presentation skills focus  
Unit 3 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 
2 
English Central 

Week 3 
Develop and practice Presentation 1  
Perform Presentation 1 

Complete Presentation 1 & practice 
English Central 

Week 4 Presentation 1 feedback / topic 1 introduction  
Unit 4 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 3 

Week 5 
Unit 5 presentation skills focus 
Unit 6 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 
4 
English Central 

Week 6 Develop and practice Presentation 2  
Perform Presentation 2 

Complete Presentation 2 & practice 
English Central 



Week 7 
Presentation 2 feedback / topic 3 introduction  
Unit 7 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 5 

Week 8 Unit 8 presentation skills focus 
Unit 9 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 
6 
English Central 

Week 9 
Develop and practice Presentation 3  
Perform Presentation 3 

Complete Presentation 3 & practice 
English Central 

Week 10 
Presentation 3 feedback / topic 4 introduction  
Unit 10 presentation skills focus Presentation Prep Homework 7 

Week 11 
Unit 11 presentation skills focus 
Unit 12 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 
8 
English Central 

Week 12 Develop and practice Presentation 4  
Perform Presentation 4 

Complete Presentation 4 & practice 
English Central 

Week 13 Presentation 4 feedback / topic 5 introduction  
Unit 13 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 9 

Week 14 
Unit 14 presentation skills focus  
Unit 15 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 10 
English Central 

Week 15 
Develop and practice Presentation 5  
Perform Presentation 5 

Complete Presentation 5 & practice 
English Central 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE124-
Y81 

2.科目名 リーディング・ライティング 2 3.単位数 1 

4.授業担当教員 和泉有香 

5.授業科目の区分 共通 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的 
TOEIC(R) L&R テストに関する全般的な知識を身につけ、「基礎英語力＋テスト知識」を以
て TOEIC（R)L&R テスト 500 点以上のスコア取得を目指します。 
概要 
リスニング対策とリーディング対策をバランス良く行うことにより、両分野でスコアに直結
する英語力を付けます。授業では大量のリスニングを行い、同時に発音と音読も重視しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
【学習目標】 
① 実用的な語学力 
② 他者と協働するコミュニケーションスキル 
・ ただ与えられた問題を解くだけではなく、「聞く人（読む人）が理解しやすい情報の提示
法」を意識し、習得する。 
・ 今現在必要な英語力・コミュニケーション力と同時に、社会人になってからも役立つ知
識と英語力を身につける。 

19.教科書・教材 SMART ROUTE TO THE TOEIC (R) L&R TEST（センゲージ ラーニング） 
20.参考文献 必要に応じて授業内で紹介する。 

21.成績評価 

・ 授業参加度： 30 点（学習目標②に対応） 
・ 小テスト： 30 点（学習目標①に対応） 
・ 最終試験： 40 点（学習目標①に対応） 
合計 60 点以上で合格となります。 

22.コメント 

・ 教科書を購入していない学生は、評価の対象外とします。 
・ 授業進度や内容は受講生の理解度に合わせて変更する場合があります。 
・ 音読に力を入れます。 
・ 発表・発言など、積極的な授業態度を求めます。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 日目 
Unit 7 Advertising 
Unit 8 Information Technology 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 
 

2 日目 
単語テスト 
Unit 8 Information Technology 
Unit 9 Phone Calls 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

3 日目 
単語テスト 
Unit 9 Phone Calls 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全



Unit 10 Construction & Landscaping ての音読 

4 日目 
単語テスト 
Unit 10 Construction & Landscaping 
Unit 11 Personnel 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

5 日目 

単語テスト 
Unit 11 Personnel 
Unit 12 Business Ventures 
期末テスト 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A51 

2.科目名 総合英語Ⅱ (再) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、福地美奈子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 

Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity:   
『Smart Writing  はじめてのパラグラフ・ライティング』 株式会社 成美堂 
ISBN978-4-7919-6032-3 

20.参考文献  

21.成績評価 
Grammar : 50 点（通常点:10 点、中間試験:20 点、期末試験:20 点） 
Activity:  50 点（通常点:30 点、総括試験:20 点） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
Activity:   【第 1 回】オリエンテーション、Unit 1: 
パラグラフとは何か 

 

 Grammar: Unit 3 
Activity:  【第 2 回】Unit 2: 出来事を語る 

 

 
Grammar: Unit 4 
Activity:  【第 3 回】Unit 3: 手続き・手順を説明す
る 

 

 
Grammar: Unit 5 
Activity:  【第 4 回】 Unit 4: 感情を描写する 

 

 
Grammar: Unit 6 
Activity:  【第 5 回】Unit 5: 人を描写する 

 

 
Grammar: Unit 7 
Activity:  【第 6 回】Unit 6: 場所を描写する  

 
Grammar  :中間テスト 
Activity:  【第 7 回】Unit 7: 人物や物事を定義する  

 Grammar: Unit 8 
Activity:  【第 8 回】Unit 8: 比較と対照 

 



 
Grammar: Unit 9 
Activity:  【第 9 回】Unit 9: 原因と結果 

 

 
Grammar: Unit 10 
Activity:  【第 10 回】Unit10: 問題と解決策  

 Grammar: Unit 11 
Activity:  【第 11 回】Unit11: 賛成意見を述べる 

 

 
Grammar: Unit 12 
Activity:  【第 12 回】Unit12: 反対意見を述べる 

 

 
Grammar: Unit 13 
Activity:  【第 13 回】Unit14: 英文 E メール・英文
レター 

 

 
Grammar: Unit 14 
Activity:  【第 14 回】 Review 

 

 
Grammar : 期末テスト 
Activity:  【第 15 回】 総括試験  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
M51 

2.科目名 総合英語Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 原良子、福地美奈子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
本科目では、英語の情報を正しく理解するために文法事項を復習しながら、語彙の拡大・増
強を図ります。読解力の向上を目指すと同時に英語で英文を読む楽しさを味わいます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①英語の文法事項を確認できる。 
②英語の語彙力を伸ばすことができる。 
③英語独特の表現を身につけることができる。 
④英文情報が正しく理解できる。 

19.教科書・教材 

◎月曜日のテキスト：原良子担当 
Fundamental English Grammar with Short Readings, K. Fukui, N. Kitayama, M. Yamanaka 
共著、 
朝日出版社 
ISBN978-4-255-15638-5  
（適宜教材プリントを配布します。） 
◎木曜日のテキスト：福地美奈子担当 
『Smart Writing  はじめてのパラグラフ・ライティング』 
株式会社 成美堂 
ISBN978-4-7919-6032-3 
 

20.参考文献 英和・和英（英英）辞書、電子辞書など 

21.成績評価 

成績評価については、月曜日（50％）と木曜日（50％）を合わせて行います。 
・授業内活動（ペアワーク・グループワークを含む）      30％  （学習目標①②③に
対応） 
・語彙&表現の復習    30％  （学習目標①②③④のふりかえり） 
・総括試験                           40％ （総括とふりかえり） 
良識を持ち、前向きな姿勢で授業に臨んでください 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

[第１回]  
 

[第１回] オリエンテーション  
（本授業の目的、内容、評価基準、授業の進め方、受
講上の留意点などについて） 
【第 1 回】オリエンテーション、Unit 1: パラグラフ
とは何か 
 

[第１回]   
予習： 次回の予習 

[第２回] [第２回]  Unit 1:  名詞 -- Short Readings (2) 
【第 2 回】Unit 2:  出来事を語る 

[第２回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 



[第３回] 
[第３回]   Unit 2:   冠詞 -- Short Readings (1) 
【第 3 回】Unit 3:  手続き・手順を説明する 

[第３回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第４回] 
[第４回]  Unit 3:  代名詞 (1) --   Short 
Readings (1)   
【第 4 回】  Unit 4: 感情を描写する 

[第４回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第５回] 
[第５回]  Unit 4:  代名詞（２） --  Short 
Readings (3) 
【第 5 回】Unit 5: 人を描写する 

[第５回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第６回] 
[第６回]  Unit  5:  時制 --  Short Readings (3)  
【第 6 回】Unit 6: 場所を描写する 

[第６回]  
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第７回] 
[第７回]  Unit 6:  進行形 --  Short Readings 
(1）  
【第 7 回】Unit 7: 人物や物事を定義する 

[第７回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第８回] [第８回]  Units 1 - 6 の復習 
【第 8 回】Unit 8: 比較と対照 

[第８回]  
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第９回] 
[第９回]  Unit 7:  完了形 (１) --  Short 
Readings (2) 
【第 9 回】Unit 9: 原因と結果 

[第９回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１０回] 
[第１０回]  Unit 8:  完了形 (２) --  Short 
Readings (2) 
【第 10 回】Unit10: 問題と解決策 

[第１０回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１１回] 
[第１１回]  Unit 9:  助動詞 (1) --  Short 
Readings (2) 
【第 11 回】Unit11: 賛成意見を述べる 

[第１１回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１２回] 
[第１２回]  Unit 10:  助動詞 (2) --  Short 
Readings (3) 
【第 12 回】Unit12: 反対意見を述べる 

[第１２回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１３回] [第１３回]  Units 11 & 12 :  態 (1) & (2) 
【第 13 回】Unit14: 英文 E メール・英文レター 

[第１３回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 

[第１４回] 
[第１４回]    Units 7 - 12  復習  
【第 14 回】 Review 
 

[第１４回]   
総復習とまとめ 

[第１５回] 
[第１５回]  総括試験 
【第 15 回】 総括試験 

[第１５回] 
総復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y51 

2.科目名 総合英語Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 和泉有香 

5.授業科目の区分 共通 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２年生 

10.取得資格の要件 
英検２級に合格しているこ
とが望ましい 11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでに学んだ知識を元にして、読解・聴解・英作文・英語応答の 4 分野につい
て総合的な力を付け、英検準１級合格に合格することを目的とする。 
【概要】英検準１級に出題された問題を使い、実際的な訓練を行う。原則として毎回の授業
で読解と聴解の 2 分野をバランス良く学習する。また基本的に毎回、単語チェックを行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。外国語
を学ぶことは、その言語を使う人々や使われている地域を理解することであり、その意味
で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。  
【学習目標】 
実務で英語を使う上で武器となる英検準１級合格レベルの力を付けるために、以下を目標と
する。 
・RLSW の四技能全てをバランス良く磨く。 
・解答根拠を示せるのに十分な読解力 

19.教科書・教材 2022 年度版英検準１級過去問レビュー（河合出版） 
20.参考文献 必要に応じて授業中に紹介する 

21.成績評価 
中間テスト 4０点 
期末テスト 4０点 
通常点２０点（毎回の単語チェック、授業参加姿勢など） 

22.コメント 

・教科書を購入していない学生は、評価の対象外とします。 
・対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員が指示をする場合を除き、原則
禁止とします。 
・授業内容（進度）は実情に合わせて柔軟に調整します。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 
第１回、第２回：オリエンテーション、2020 年第３
回大問 2／Listening Part 1 
 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第２週 
第３回、第４回：２０２0 年第３回大問 3／Listening 
Part 3 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第３週 
第５回、第６回：２０２１年第 3 回大問 1,4／
Listening Part 1 
 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第４週 
第７回、第８回：2021 年第１回大問 2／Listening 
Part 1 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第５週 第９回、第１０回：2021 年第１回大問 3／Listening 読解：使用箇所の和訳確認と音読 



Part 3 聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第６週 第 11 回、第 12 回：2021 年第 1 回大問 1, 4／
Listening Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第７週 
第 13 回、第 14 回：2021 年第 2 回大問２／Listenig 
Part 1 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第８週 
第１５回：2021 年第２回大問３／Listening Part 3 
第１６回：中間テスト 
 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 
試験準備 

第９週 
第１７回、第１８回：２０２１年第２回大問 1, 4／
Listening Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１０週 
第１９回、第２０回：２０２０年第２回大問 2／
Listening Part 1 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１１週 第２１回、第２２回：２０２０年第２回大問 3／ 
Listening Part 3 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１２週 第２３回、第２４回：２０２０年第２回大問 1,4／
Listening Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１３週 
第２５回、第２６回：２０２０年第１回大問１, 2／
二次試験対策 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１4 週 
第２７回、第２８回：２０２０年第１回 Listening 1
／二次試験対策 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１５週 
第２９回：２０２０年第１回大問 3／Listening Part 
2 
第３０回：期末テスト 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 
試験準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y52 

2.科目名 総合英語Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、権延ジュ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み立てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその 

19.教科書・教材 
権延ジュ： 
佐橋：独自教材を予定（講義中に指示する）。 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学生については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 

第 4 週 
Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 

 



Activity: Unit 04 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE203-
A51 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅢ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Let's Communicate! This class helps you communicate in English. In class, we practice 
communication so that we can connect with other people. Students must listen to each 
other and be flexible with new ideas. We will improve our information processing ability in 
English while communicating with each other in pairs. All lectures will be conducted in 
English. You need to bring your own dictionary. 
? Communication learning tasks in English. 
? Study new topics and ideas. 
? Develop your own viewpoint. 
? Think about the global community. 
Let's Communicate! このクラスは英語でのコミュニケーションに役立ちます。 授業では意
思疎通を実践していくので、他の人とのつながりを持つことができます。 学生たちは互い
の意見に耳を傾け、新しいアイデアに柔軟に対応しなければなりません。ペアになって課題
に取り組むなどコミュニケーションを取りながら、英語での情報処理能力を高めていきま
す。講義はすべて英語で行います。各自、辞書の持参が必要です。 
? 英語でのコミュニケーション学習課題。 
? 新しい話題とアイデアについて研究します。 
? 自分自身の視野を広げます。 
? グローバルコミュニティについて考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? 柔軟な思考が持てます。(Be a flexible thinker.) 
? 集中して明確に考えることができます。(Focus your mind and think clearly.) 
? 自分のアイデアや意見を表現できます。(Express your ideas and opinions.) 
? 自分とは異なる人に興味を持てます。(Have an interest in different people.) 
? 知的好奇心; ベンチマーク 1 (Be able to accept new ideas. 

19.教科書・教材 該当なし 
20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 
a) 30% = レッスン活動 (Lesson Activities) 
b) 35% = 中間試験 (Mid-term Test) 
c) 35% = 期末試験 (Final Test) 

22.コメント  
23.オフィスアワー なし（授業前後に教室で質問受付/ メールで質問して下さい） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

オリエンテーションとレッスンのプリント 1 
1）学生ガイド 
? オリエンテーション、シラバス、クラスの目標 
? 学生用ツール 
2）詳細調査： Student Guide 5「Listening 
Manner」 

 



? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
3）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

第 2 週 

レッスンのプリント２ 
クラス活動： 
1）詳細調査： Discussion Skills 5 「Let's Meet 
And Talk」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 3 週 

レッスンのプリント３ 
クラス活動： 
1）詳細調査： Discussion Skills 6: 「Letʼs 
Agree!」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 4 週 

レッスンのプリント４ 
クラス活動： 
1）詳細調査： Discussion Skills 7: 「Never Give 
Up」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 5 週 

レッスンのプリント５ 
クラス活動： 
1）Discussion Skills 8: 「Help And Support」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 

 



? 学生指導 
? レッスンの通知 

第 6 週 

レッスンのプリント６ 
クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 5 「A Job Interview」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 7 週 

レッスンのプリント７ 
クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 6 「Solving A 
Problem」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 
3) 大学アンケート 1 

 

第 8 週 

中間試験 (Mid-term Test) 
1）詳細調査： 「Prepare Your Speech」 
? テストタスク（視点、アンケート、理解および執
筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
2）テストを提出する 
? 先生へ 
? レッスン中 

 

第 9 週 

レッスンのプリント 9 
クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 7 「Customer 
Service」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 10 週 

レッスンのプリント 10 
クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 8 「Disney's 
Standards」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー

 



ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

第 11 週 

レッスンのプリント１１ 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 5 「Global 
Problems」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 12 週 

レッスンのプリント 12 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 6 「Travel And 
Learn」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 13 週 

レッスンのプリント 13 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 7 「Imagine Peace」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 
? レッスンの通知 

 

第 14 週 

レッスンのプリント 14 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 8 「Japan's Youth 
Power」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学生指導 

 



? レッスンの通知 
3) 大学アンケート 2 

第 15 週 

期末試験 (Final Test) 
1）詳細調査： 「Good Listeners」 
? テストタスク（視点、アンケート、理解および執
筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
2）テストを提出する 
? 先生へ 
? レッスン中 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE203-
M51 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅢ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 原良子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
本授業では、英語による口頭での意思伝達をスムーズに行うため、コミュニケーションに必
要な基本語彙、基本表現に磨きをかけます。ペアワーク、グループワークでの言語活動を通
して、状況の説明や対応が適切にできる表現力と発信力を習得します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①英語による発話活動ができる。 
②英語によるニケーションに必要な語彙を増やすことができる。 
②状況の説明や自分の考えを英語で的確に口頭表現ができる。 

19.教科書・教材 Speak in Public, M. Nakaya, J. Pack 共著、成美堂 
ISBN978-4-7919-1081-6 

20.参考文献 英和・和英（英英）辞書、電子辞書など 

21.成績評価 

成績評価については、下記の 3 項目を基に行います。 
・授業内活動（ペアワーク・グループワークを含む   30％ （学習目標①②③に対応） 
・語彙&表現の復習クイズ                                         30％ （学習目標
②③の振り返り） 
・発表 40％ （総括・振り返り） 
良識を持ち、前向きな姿勢で授業に臨んでください。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で受講生からの質問に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

[第１回] 

[第１回] オリエンテーション  
            （本授業の目的、内容、評価基準、授業
の進め方、 
                受講上の留意点などについて） 
             Unit 1:  Introduction    
                         身体の表現と内容の構成 

[第１回]   
予習： 次回の予習 

[第２回]   
 

[第２回]   Unit 2:  Talking about Hobbies  
                             恐怖心を克服する 
 

[第２回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第３回] 
 

[第３回]  Unit 3:  Talking about People  
                            聴くことの重要さ 
 

[第３回]  
復習： Units 1-3 の復習 
予習： 次回の予習 
 

[第４回]  
 

[第４回]  Unit 4:  Talking about Places 
                              視覚効果と評価 
                               
                  復習クイズ（１）(Units 1 - 3) 

[第４回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第５回]  [第５回]  Unit 5:  Telling Stories [第５回]   



           声の効果と発音の明瞭さ 
 

復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第６回]   
 

[第６回]  Unit 6:  Talking about Health   
                           プレゼンテーションの
構成①:  the introduction 
 

[第６回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第７回]  
 

[第７回]  Unit 7:  Talking about Entertainment 
                       プレゼンテーションの構成
②:  the body  / the discussion 
 

[第７回]   
復習： Uits 5-7 の復習 
予習： 次回の予習 

[第８回]   
 

[第８回]  Unit 8:  Doing a Little Research 
                             プレゼンテーション
の構成③:  the conclusion 
                 復習クイズ（２）  (Units 5 - 
7) 

[第８回]  
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第９回]   
 

[第９回]  Unit 9:  Causes and Effects 
                              情報のまとめ方 

[第９回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第１０回]  
12/2 
 

[第１０回]  Unit 10:   Problems and Solutions  
                                    情報の取り扱
い方  
 

[第１０回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第１１回]   
 

[第１１回]  Unit 11:  Informative Speech 
                                   情報伝達型の
プレゼンテーションの特徴 
 

[第１１回]   
復習： Units 9-11 の復習 
予習： 次回の予習 

[第１２回]  
 

[第１２回]  Unit 12:  Persuasive Speech 
                 説得型プレゼンテーション
の特徴 
                     復習クイズ（３）(Units 9 - 
11) 

[第１２回]  
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 
発表原稿の作成 

[第１３回]  
 

[第１３回]    Unit 13:  Informative Speech with 
PowerPoint 
                                   みんなでパワ
ーポイントを作ってみる 
 

[第１３回] 
復習： 今回の復習 
予習： 発表内容の見直し 
    と検討 

[第１４回] 
 

[第１４回]    Units 1 - 13 復習 
     プレゼンテーションの内容を再確認する 

[第１４回] 
 予習：発表内容の音読練習 
   と確認 

[第１５回] [第１５回]  プレゼンテーションとその評価 [第１５回] 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE203-
Y51 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅢ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 前田哲男 

5.授業科目の区分 共通教育 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年生以上 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

目的 
TOEIC(R) L&R テストに関する全般的な知識を身につけ、「基礎英語力＋テスト知識」を以
て TOEIC（R)L&R テストでのスコアアップを目指します。 
概要 
リスニング対策とリーディング対策をバランス良く進め、その中で語彙への興味を高める工
夫や、問題を解く上での考え方に触れながら、スコアアップにつながる学習を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 

19.教科書・教材 Stepping Stones for the TOEIC Test (朝日出版) 
20.参考文献 必要に応じて授業内で紹介する。 

21.成績評価 
・各 UNIT 終了後に行う確認小テスト 40 点 
・期末テスト 40 点 
・授業への取組・姿勢 20 点 

22.コメント 
・ 教科書を購入していない学生は、評価の対象外とします。 
・ 授業進度や内容は受講生の理解度に合わせて変更する場合があります。 
・ 発表・発言など、積極的な授業態度を求め、前向き姿勢は評価に含めます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１週目 オリエンテーション 
UNIT 1  TOEIC Test 出題傾向および傾向と対策 

授業で扱う予定の問題を前もって解いておく
こと 
 

２週目 UNIT 2  Travel & Airports 
前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

３週目 UNIT 3  Sightseeing & Hotels 
前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

４週目 UNIT 4  Dining & Restaurants 
前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

５週目 UNIT 5  Sports & Entertainment 
前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

６週目 UNIT 6  Fashion & Shopping 
前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

７週目 UNIT 7  School & Culture 前の授業中に使った音声を再び聞く／前の



Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

８週目 UNIT 8  Review Test 1 
前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

９週目 UNIT 9  Transportation & Commuting 

前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 
 

10 週目 UNIT 10  Family Life & Home 
前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 

11 週目 Unit 11  Computers & the Internet 

前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 
 

12 週目 Unit 12 Offices & Office Supplies 

前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 
 

13 週目 Unit 13  Jobs & Recruitment 

前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 
 

14 週目 Unit 14  Business, Accounting & Banking 

前の授業中に使った音声を再び聞く／前の
Unit の確認小テストへの準備をしておく／
授業で扱う予定の問題を解いておく 
 

15 週目 期末テスト 期末テストへの準備をしておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE208-
A51 

2.科目名 実用英語 B 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田口健 

5.授業科目の区分 
専門教育／実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
春学期「実用英語 A」の履修が望ましい
が、必須ではない 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

教科書の TOPIC ごとに回答者を割り当
て、設問の回答や、和訳（意訳）の発表を
行う。いわゆる「講義」ではないので、積
極的な参加が必要である。 

16.履修制限 40 名程度 
*ただし履修希望者多数の場合は対応を検討する。 

17.授業の目的と概要 
海外旅行に出かけることを想定した「トラベル英会話」の教科書を使い、実際には、自身が
旅行に出かける際ではなく、外国人観光客が日本に旅行に来た際、もてなす側に立って、必
要なフレーズや単語、情報を会得し、英語で接遇するための自信をつける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP「コミュニケーションスキル」、「多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様
性理解）に関連し、「旅行客」をベースにしたテキストを用い、外国人観光客へ英語での接
遇能力を身につけ、かつ、FIT（個人）旅行に出かける/受け入れる際に必要な専門知識も取
得してもらう。 

19.教科書・教材 
本当に使えるトラベル総合英語 松柏社 2017 年 
 

20.参考文献 特になし。適宜講義中に紹介する。 

21.成績評価 

①各講義前に提出するポートまたはエッセイ 33％（4 回予定、締切日時までに Web Class
へ提出） 
②授業中の小テスト           33％（3 回予定、概ね 4 単元ごとに実施、授業
中） 
③各講義時の発表            33％（事前予習、発表内容などを総合評価） 
 

22.コメント 

【履修にあたってのおことわり】 
①本シラバスの内容は、2022 年 4 月の時点のものであり、状況により変更されることがあ
る。 
②2022 年 4 月の時点では、原則として通常の対面授業を実施する予定だが、担当教員は非
常勤で本務があるため、本務の都合によっては、一部もしくはすべての講義ががオンライン
授業となったり、休講・補講が発生する可能性がある。 
③テストは、WebClass を使用して行う。その際は原則として PC で行うこと。スマートフ
ォンでの受験は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前・後に適宜対応する。また、E メールでの質問は随時受け付ける。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 Introduction and Orientation 

教科書・予習は必要ない。 
授業の進め方や、レポート作成の仕方等の説
明があるため、必ず出席のうえ、メモを取る
こと。 

 Lesson 1. Prologue 教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳



を済ませておくこと。 

 Lesson 2. On an airplane 教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 3. Landing at Honolulu Airport 

①教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻
訳を済ませておくこと。   
②授業中に説明する、「英語による説明文」
を作成して、授業開始時に提出すること。 
 

 Lesson 4. Transit at Honolulu Airport 
教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 5. Exchange Money 
教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 6. Transportation 教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 7. Hotel Check-in 

①教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻
訳を済ませておくこと。   
②授業中に説明する、「英語によるエッセ
イ」を作成して、授業開始時に提出するこ
と。 
 

 Lesson 8. Staying at Hotel 教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 9 Sightseeing 教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 10. Directions through Towns 

①教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻
訳を済ませておくこと。   
②授業中に説明する、「英語による説明文」
を作成して、授業開始時に提出すること。 

 Lesson 11. Food and Drink 
教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 12. At the restaurant 教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 Lesson 13. Shopping 

①教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻
訳を済ませておくこと。   
②授業中に説明する、「英語によるエッセ
イ」を作成して、授業開始時に提出するこ
と。 

 Lesson 14. Hotel - Checking Out To be confirmed during class 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE210-
Y81 

2.科目名 リーディング・ライティング 4 3.単位数 1 

4.授業担当教員 和泉有香 

5.授業科目の区分 共通 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的 
TOEIC(R) L&R テストに関する全般的な知識を身につけ、「基礎英語力＋テスト知識」を以
て TOEIC（R)L&R テストで 600 点以上のスコア取得を目指します。 
概要 
リスニング対策とリーディング対策をバランス良く行うことにより、両分野でスコアに直結
する英語力を付けます。授業では大量のリスニングを行い、同時に発音と音読も重視しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
【学習目標】 
① 実用的な語学力 
② 他者と協働するコミュニケーションスキル 
・ ただ与えられた問題を解くだけではなく、「聞く人（読む人）が理解しやすい情報の提示
法」を意識し、習得する。 
・ 今現在必要な英語力・コミュニケーション力と同時に、社会人になってからも役立つ知
識と英語力を身につける。 

19.教科書・教材 MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC (R) L&R TEST  ALL in One Advanced 桐原書店 
20.参考文献 必要に応じて授業内で紹介する。 

21.成績評価 

・ 授業参加度： 30 点（学習目標②に対応） 
・ 小テスト： 30 点（学習目標①に対応） 
・ 最終試験： 40 点（学習目標①に対応） 
合計 60 点以上で合格となります。 

22.コメント 

・教科書を購入していない学生は、評価の対象外とします。 
・ 授業進度や内容は受講生の理解度に合わせて変更する場合があります。 
・ 音読に力を入れます。 
・ 発表・発言など、積極的な授業態度を求めます。 

23.オフィスアワー 授業前後の時間に教室や講師控室で、あるいは E-mail での対応とします。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 日目 
Unit 01 人物の動作表現、品詞・代名詞 
Unit 02 疑問視で始まる疑問文、態・分詞 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 
 

2 日目 

単語テスト 
Unit 03 店・ホテルでの会話、読解の基礎を身に着け
る 
Unit 04 留守番電話、詳細情報を特定する 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

3 日目 単語テスト 授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱



Unit 05 物に関する描写、話の展開を読み取る 
Unit 06 Yes/No 疑問文・選択疑問文、接続詞・前置
詞 

った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

4 日目 

単語テスト 
Unit 07 日常生活における会話、内容把握問題に挑戦
する 
Unit 08 アナウンス・宣伝、語彙問題・その他 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

5 日目 

単語テスト 
Unit 09 ステートメント・付加疑問文、時制・代名
詞・語彙 
期末テスト 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

   
   
  （ 

   
 

   

   
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLK101-
M51 

2.科目名 韓国・朝鮮語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
入門クラスなので、韓国語をはじめて学ぶ学生が望ましいです。それ以外の学生で履修を希
望する場合は、必ずメールでお尋ねください。 
履修希望者が多数の場合は抽選を行います。必ず初回の授業に出席してください。 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：①ハングルの読み書きの習得②基礎的な会話ができるようになること③言葉の
学習を通して、韓国の文化に関心を持つことです。 
概要：韓国語をはじめて学ぶ学生のための入門クラスです。ハングル文字の読み書きを中心
に学びながら、基礎的な会話もできるように学習していきます。また、韓国の文化を身近に
感じてもらうために視聴覚教材を取り入れた授業も行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）
(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ハングルの読み書きの習得 
②ペアやグループ活動を通して、基礎的な会話ができるようになること 
③言葉の学習を通して、韓国の文化に関心を持つこと 

19.教科書・教材 『基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版』国書刊行会 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 クラス活動：10％   ワークシート：10％   ノート ：10％ 
単語テスト：10％   暗唱テスト ：20％   総括試験：40％ 

22.コメント 

韓国語は日本語の語順とほぼ同じで、最も習得しやすい外国語だと思います。 
授業中は発話することが多いので、積極的に学ぶ姿勢が求められますが、 
その分基礎的な会話ができるようになります。 
初回から授業を進めますので、履修希望者は必ず初回から出席するようにしてください。 
この授業は韓国語をはじめて学ぶ学生を対象にしています。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・基礎第１課 韓国語について［教科書 pp.6-9］・ワ
ークシート 
【第２回】 
・基礎第２課 基本⺟音［教科書 pp.10-13］・ワーク
シート 
 

【第１回】 
○教科書の予習（30 分） 
【第２回】 
○次回の授業までに基本⺟音を読めて書ける
ように練習すること（60 分） 
 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・基礎第３課 基本子音①［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
●⺟音暗唱テスト 

【第３回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第４回】 



【第４回】 
・基礎第３課 基本子音②［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
●単語テスト 

○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 
 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・基礎第３課 基本子音③［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
【第６回】 
・基礎第３課 基本子音④［教科書 pp.15］・ワーク
シート 
●単語テスト 
●子音暗唱テスト 

【第５回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第６回】 
○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
・基礎第３課 基本子音⑤濃音［教科書 pp.15-19］・
ワークシート 
【第８回】 
・基礎第４課 複合⺟音［教科書 pp.20-23］・ワーク
シート 
●単語テスト 
●⺟音スギテスト 
 

【第７回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第８回】 
○次回の授業までに複合⺟音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
・基礎第５課 パッチム［教科書 pp.24-29］・ワーク
シート 
●ノート確認 
【第 10 回】 
・基礎第６課 発音の変化/有声音化/連音化［教科書
pp.30-31］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第９回】 
○パッチムを読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第 10 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること（120 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・基礎第６課 発音の変化/流音化/濃音化/口蓋音化
［教科書 pp.32-34］・ワークシート 
【第 12 回】 
・基礎第６課 発音の変化/h の音変化/鼻音化［教科
書 pp.32-34］ 
・ワークシート 
●子音スギテスト 

【第 11 回】 
○発音の変化を読めて書けるように練習する
こと（30 分） 
【第 12 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課 私は浅井ゆかりです（１）［教科書 pp.40-
45］ 
・ワークシート 
【第 14 回】 
・第１課 私は浅井ゆかりです（２）［教科書 pp.40-
45］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 13 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 14 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 15 回】 【第 15 回】 【第 15 回】 



【第 16 回】 ・第２課 出身はソウルです（１）［教科書 pp.46-
51］ 
・ワークシート 
【第 16 回】 
・第２課 出身はソウルです（２）［教科書 pp.46-
51］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 16 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第３課 図書館ではありません（１）［教科書
pp.52-57］ 
・ワークシート 
【第 18 回】 
・第３課 図書館ではありません（２）［教科書
pp.52-57］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 17 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 18 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・第４課 時間がありますか（１）［教科書 pp.58-
63］ 
・ワークシート 
●ノート確認 
【第 20 回】 
・第４課 時間がありますか（２）［教科書 pp.58-
63］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 19 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 20 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
・第５課 何をしますか（１）［教科書 pp.64-69］・
ワークシート 
【第 22 回】 
・第５課 何をしますか（２）［教科書 pp.64-69］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 21 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 22 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・第６課 貿易会社で働いています（１）［教科書
pp.70-75］ 
・ワークシート 
【第 24 回】 
・第６課 貿易会社で働いています（２）［教科書
pp.70-75］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 23 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 24 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第７課 服を買います（１）［教科書 pp.76-81］・
ワークシート 
【第 26 回】 
・第７課 服を買います（２）［教科書 pp.76-81］ 

【第 25 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 26 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書



●単語テスト 
●本文暗唱テスト 

けるように練習すること（120 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第８課 スーパーでよく買います（１）［教科書
pp.82-89］ 
・ワークシート 
【第 28 回】 
・第８課 スーパーでよく買います（２）［教科書
pp.82-89］ 
・総復習［まとめプリントを持参すること］ 
●本文暗唱テスト 

【第 27 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること・まとめプリント（30 分） 
【第 28 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること・まとめプリント
（120 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総復習［まとめプリントを持参すること］ 
【第 30 回】 
総括試験 

【第 29 課】 
○総復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLK102-
A51 

2.科目名 韓国・朝鮮語Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

韓国・朝鮮語Ⅰを履修した学生、あるいは
ハングルの読み書きがある程度できる学
生。はじめて学ぶ学生は韓国・朝鮮語Ⅰか
ら受講してください。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
韓国語を入門から継続して学ぶ学生のためのクラスです。 
はじめて学ぶ学生は韓国・朝鮮語Ⅰから受講してください。 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：①ハングル文字がすらすら読めて書けるようになること②初級会話ができるよ
うになること③言葉の学習を通して、韓国の文化に関心を持つことです。 
概要：基礎をしっかりと固めながら、初級会話ができるように学習していきます。また、韓
国の文化を身近に感じてもらうために、視聴覚教材を取り入れた授業も行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）
(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ハングル文字がすらすら読めて書けるようになること 
②初級会話ができるようになること 
③言葉の学習を通して、韓国の文化に関心を持つこと 

19.教科書・教材 『基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版』国書刊行会 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 
クラス活動：10％   ワークシート：10％     単語テスト：10％ 
暗唱テスト：20％          会話テスト    ：10％   総括試験   ：40％ 
 

22.コメント 

韓国語は日本語の語順とほぼ同じで、最も習得しやすい外国語だと思います。 
入門の授業と同様、授業中はペアワークなどが多く積極的に学ぶ姿勢が求められますが、 
その分初級会話ができるようになると思います。 
初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・入門の復習 
【第２回】 
・第９課 １万ウォンです（１）［教科書 pp.90-97］ 
・ワークシート 

【第１回】 
○復習（30 分） 
【第２回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・第９課 １万ウォンです（２）［教科書 pp.90-97］ 
●暗唱テスト 
【第４回】 

【第３回】 
○復習（30 分） 
【第４回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書



・第 10 課 今、何時ですか（１）［教科書 pp.98-
105］ 
・ワークシート 
●単語テスト 
 

けるように練習すること（120 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第 10 課 今、何時ですか(2)［教科書 p98-105］ 
●本文暗唱テスト 
【第６回】 
・第 11 課 日本語を話されますか(1)［教科書 p106-
111］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第５回】 
○復習（30 分） 
【第６回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
・第 11 課 日本語を話されますか(2)［教科書 p106-
111］ 
●本文暗唱テスト 
【第８回】 
・第 12 課 バスは行きません(1)［教科書 p112-
117］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第７回】 
○復習（30 分） 
【第８回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
・第 12 課 バスは行きません(2)［教科書 p112-
117］ 
●本文暗唱テスト 
【第 10 回】 
・第 13 課 いつ韓国に来ましたか(1)［教科書 p118-
125］ 
・ワークシート 
●単語テスト 
 

【第９回】 
○復習（30 分） 
【第 10 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・第 13 課 いつ韓国に来ましたか(2)［教科書 p118-
125］ 
●本文暗唱テスト 
【第 12 回】 
・第 14 課 一緒にお昼を食べましょう(1)［教科書
p126-133］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第 11 回】 
○復習（30 分） 
【第 12 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第 14 課 一緒にお昼を食べましょう(2)［教科書
p126-133］ 
●本文暗唱テスト 
【第 14 回】 
・第９課から第 14 課までの復習 

【第 13 回】 
○復習（30 分） 
【第 14 回】 
○次回の授業までに本文を音読・会話テスト
の練習（120 分） 

【第 15 回】 【第 15 回】 【第 15 回】 



【第 16 回】 ●会話テスト 
【第 16 回】 
・第 15 課 パーティの準備をしています(1)［教科書
p134-139］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

○復習（30 分） 
【第 16 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 15 課 パーティの準備をしています(2)［教科書
p134-139］ 
●本文暗唱テスト 
【第 18 回】 
・第 16 課 何も食べられませんでした(1)［教科書
p140-147］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第 17 回】 
○復習（30 分） 
【第 18 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・第 16 課 何も食べられませんでした(2)［教科書
p140-147］ 
●本文暗唱テスト 
【第 20 回】 
・第 1７課 陶磁器が見たいです(1)［教科書 p148-
153］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第 19 回】 
○復習（30 分） 
【第 20 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
・第 1７課 陶磁器が見たいです(2)［教科書 p148-
153］ 
●本文暗唱テスト 
【第 22 回】 
・第 18 課 写真を撮ってもいいですか(1)［教科書
p154-159］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第 21 回】 
○復習（30 分） 
【第 22 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・第 18 課 写真を撮ってもいいですか(2)［教科書
p154-159］ 
●本文暗唱テスト 
【第 24 回】 
・第 19 課 帰国しなければいけません(1)［教科書
p160-165］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第 23 回】 
○復習（30 分） 
【第 24 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 19 課 帰国しなければいけません(2)［教科書
p160-165］ 
●本文暗唱テスト 
【第 26 回】 
・第 20 課 手紙を書きますよ(1)［教科書 p166-

【第 25 回】 
○復習（30 分） 
【第 26 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 



171］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 20 課 手紙を書きますよ(2)［教科書 p166-
171］ 
●本文暗唱テスト 
【第 28 回】 
●単語テスト・総復習［まとめプリント］ 

【第 27 回】 
○復習（30 分） 
【第 28 回】 
○次回の授業までにまとめプリントで復習す
ること（240 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総括試験 
【第 30 回】 
・振り返り、会話練習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLK102-
Y51 

2.科目名 韓国・朝鮮語Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高秀美 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学部・観光学部 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 韓国語を入門から継続して学ぶ学生のためのクラスです。 

17.授業の目的と概要 
様々な形で韓国語と韓国の生活文化を学びながら基礎的な文法、日常会話などの学習を進め
て行きます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の３．多様な価値観を認め、他者とのコ
ミュニケーションを深め、連携していく力、S1．修得した知識・技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力、K4．異なる価値観を理解意し、自分の考えや日本の魅力を的
確に伝えるコミュニケーションを備える、の学修に関連しています。 
①ハングル文字の仕組みを理解し説明できる。 
②自由に文章を組み立て、会話に生かすことができる。 
③韓国の生活文化を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 『できる韓国語 初級Ⅰ』、李志暎、新大久保語学院 
20.参考文献 授業時に紹介します。 

21.成績評価 

時間ごとのワークシート 10％ （学習目標の①④に対応） 
課題の提出 10％ （学習目標の①④に対応） 
時間ごとの会話練習 10％ （学習目標の②③に対応） 
単語テスト 10％ （学習目標の①に対応） 
発音チェックテスト 10％ （学習目標の②に対応） 
総合テスト 50％ （学習目標の①〜④に対応） 
 

22.コメント 

どの国の言葉もそれを共に学ぶ人たちの心を結ぶリボンの役割をすると信じています。一つ
の単語を知り、少しずつ韓国語で会話できる楽しさをぜひ感じてほしいです。韓国語の最初
の一歩でつまずかないように少しでも疑問があれば授業終了後に質問するようにこころがけ
ましょう。 
※スケジュールは変更することがあるます。 
 

23.オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション 
・第 1 課〜第 4 課 総復習・ワークシート 
【第２回】 
・第 5 課〜第 8 課 総復習・ワークシート 

【第１回】 
○シラバスの確認 
【第２回】 
○次回の授業までに 1 課から 8 課まで総復
習すること 
 

【第３回】 
【第４回】 

【第 3 回】 
・第９課 釜山までどうやって行きますか（１）［教
科書 pp.86-93］・ワークシート 
【第 4 回】 

【第３回】 
本文を音読し、読めて書けるように練習する
こと 
【第 4 回】 



・第９課 釜山までどうやって行きますか（２）［教
科書 pp.86-93］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること  
 

【第５回】 
【第６回】 

【第 5 回】 
・第 10 課 何時からですか（１）［教科書 pp.94-
101］・ワークシート 
【第 6 回】 
・第 10 課 何時からですか（２）［教科書 pp.94-
101］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第５回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 6 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第７回】 
【第８回】 

【第 7 回】 
・第 11 課 いつ日本へ来ましたか（１）［教科書
pp102-109］・ワークシート 
【第 8 回】 
・第 11 課 いつ日本へ来ましたか（２）［教科書
pp.102-109］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第７回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 8 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第 9 回】 
・第 12 課 お名前は（１）［教科書 pp110-117］・ワ
ークシート 
【第 10 回】 
・第 12 課 お名前は（２）［教科書 pp.110-117］・
ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第９回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 10 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・第 13 課 どちらへ行っていらっしゃいましたか
（１）［教科書 pp118-123］・ワークシート 
【第 12 回】 
・第 13 課 どちらへ行っていらっしゃいましたか
（２）［教科書 pp.118-123］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 11 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 12 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第 14 課 日本と韓国は似ているけど、けっこう違
うでしょう（１）［教科書 pp124-129］・ワークシー
ト 
【第 14 回】 
・第 14 課 日本と韓国は似ているけど、けっこう違
うでしょう（２）［教科書 pp.124-129］・ワークシー
ト 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 13 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 14 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
・第 15 課 温泉に行きたいです（１）［教科書

【第 15 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す



pp130-137］・ワークシート 
【第 16 回】 
・第 15 課 温泉に行きたいです（２）［教科書
pp.130-137］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

ること 
【第 16 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 16 課 プレゼントを買うのでお金をたくさん使
います（１）［教科書 pp138-143］・ワークシート 
【第 18 回】 
・第 16 課 プレゼントを買うのでお金をたくさん使
います（２）［教科書 pp.138-143］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 17 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 18 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・第 17 課 結婚式に何を着て行けばいいですか
（１）［教科書 pp144-149］・ワークシート 
【第 20 回】 
・第 17 課 結婚式に何を着て行けばいいですか
（２）［教科書 pp.144-149］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 19 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 20 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
・第 18 課 食事でも一緒にしましょうか（１）［教
科書 pp.150-155］・ワークシート 
【第 22 回】 
・第 18 課 食事でも一緒にしましょうか（２）［教
科書 pp.150-155］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 21 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 22 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・第 19 課 写真をちょっと取っていただけますか
（１）［教科書 pp156-161］・ワークシート 
【第 24 回】 
・第 19 課 写真をちょっと取っていただけますか
（２）［教科書 pp.156-161］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 23 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 24 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 20 課 自転車に乗ることができますか（１）
［教科書 pp.162-168］・ワークシート 
【第 26 回】 
・第 20 課 自転車に乗ることができますか（２）
［教科書 pp.162-168］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 25 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 26 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 9 課〜第 14 課 総復習・ワークシート 

【第 27 回】 
○9 課〜14 課まで総復習すること 



【第 28 回】 
・第 15 課〜第 20 課 総復習・ワークシート 

【第 28 回】 
○15 課〜20 課まで総復習すること 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・作文練習 
【第 30 回】 
・総括試験 

【第 29 課】 
○作文練習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A52 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 初年次セミナー、学習技術の内容を踏まえ、2 年生以降の専門的な学習の基盤となる教養
や学習技術（リーディングスキル、レポート作成スキル）の獲得をめざします。 
 主な授業概要として、学習活動前半は、学術的な論文の読み方について進めていきます。
それらを通して、学術的なレポートの構成について理解を深めます。学習活動後半では、前
半で読んだ学術的な論文を活用し、レポート執筆に取り組みます。また同時履修しているイ
ンターンシップ／サービスラーニングで経験した現場の具体的事象との関連性を検討しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の目的を達成するために、以下の学習目標を設定しています。 
①文献の要約がどのように構成されているかを解説することができる 
②学術的なレポート作成ができる 
③客観的根拠をもとに、自分の考えを論述できる 
④作成したレポートと経験学習（IS/SL）との関連性を示すことができる 
⑤今後の大学生活の目標を設定できる（専攻決定） 

19.教科書・教材 授業内で適宜資料を配布します。 
20.参考文献 学習技術テキスト「知へのステップ」 

21.成績評価 

課題 1：文献要約ワークシート 40%【学習目標①に対応】 
①指定された文献の要約（10%） 
②自分で収集した文献の要約 3 つ（30%） 
課題 2：最終レポート 40%【学習目標②③に対応】 
テーマ：教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景 
※具体的なレポートのタイトルは、このテーマに関連しているものであれば自由に設定して
構いません 
※授業内では、学術的な論文を読み進め、かつ自身の関心事を掘り下げていきますので、そ
のプロセスで具体的テーマを設定してください 
課題 3：アクションプランシート 2 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年生ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。秋学期の基礎演習では、インターンシップ/サービスラーニングで
の具体的な体験を起点として、自ら問題設定を行い、文献と具体的事象との往還を意図した
学習を進めます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
 

授業オリエンテーション 
・基礎演習の学習目標、評価、進め方の確認 

☆情報検索や文書作成等をリアルタイムで行
いますので、各回で PC 持参を推奨します 

【第 2 回】 
 

リーディングと要約① 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 

〇文献要約ワークシート（60） 



【第 3 回】 
 

リーディングと要約② 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 4 回】 
 

文献検索と文献入手① 
・学内の情報検索ツールの活用方法について確認する 
・指定文献の内容と「教育/保育/福祉現場の抱える安
全・安心上の問題とその背景」とを関連させながら、
関心のあるキーワードを検討する 
・キーワードを用いて文献検索する 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート① 
〇文献検索を行い、読みたい文献を 3 つ選
定してくる（60） 

【第 5 回】 
 

文献検索と文献入手② 
・本学文献検索サイトおよび図書館を利用し、選定し
た 3 つの文献を入手する 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 6 回】 
 

リーディングと要約③ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート② 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 7 回】 
 

リーディングと要約④ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート③ 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 8 回】 
 

リーディングと要約⑤ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート④ 
〇ワークシートを用いてこれまでの文献内容
を再確認しておく（60） 

【第 9 回】 
 

アカデミックライティング① 
・「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題
とその背景」に関する具体的テーマを設定する 
・設定したテーマに基づいたレポートの構成を検討す
る 

〇【課題 2】レポートの構成案を検討する
（60） 

【第 10 回】 
 

アカデミックライティング② 
・レポートの構成案について、相互レビューを行う 
・レポート構成を、ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90 分） 

【第 11 回】 
 

アカデミックライティング③ 
・レポート作成の進捗報告をする 

〇【課題 2】レポート執筆（60） 
〇【課題 2】レポート抄録の作成（60） 

【第 12 回】 
 

最終レポートに関するプレゼンテーション 
・最終レポートの抄録（要約版ポスター）を用いたプ
レゼンテーションを行い、他者と意見交流する 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 13 回】 
 

アカデミックライティング④ 
・プレゼンテーションを踏まえ、最終レポート内容を
ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 14 回】 

まとめ① 
・アクションプランシートをもとに、執筆したレポー
トと１年次に履修したインターンシップ／サービスラ
ーニングとの関連性を検討する 

★提出：【課題 2】レポート 
〇【課題 3】アクションプランシートの作成 

【第 15 回】 
 

まとめ② 
・アクションプランシートをもとに、学習目標の到達

★提出：【課題 3】アクションプランシート 



状況及び２年次以降の学びやキャリアについて検討す
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A53 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 初年次セミナー、学習技術の内容を踏まえ、2 年生以降の専門的な学習の基盤となる教養
や学習技術（リーディングスキル、レポート作成スキル）の獲得をめざします。 
 主な授業概要として、学習活動前半は、学術的な論文の読み方について進めていきます。
それらを通して、学術的なレポートの構成について理解を深めます。学習活動後半では、前
半で読んだ学術的な論文を活用し、レポート執筆に取り組みます。また同時履修しているイ
ンターンシップ／サービスラーニングで経験した現場の具体的事象との関連性を検討しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の目的を達成するために、以下の学習目標を設定しています。 
①文献の要約がどのように構成されているかを解説することができる 
②学術的なレポート作成ができる 
③客観的根拠をもとに、自分の考えを論述できる 
④作成したレポートと経験学習（IS/SL）との関連性を示すことができる 
⑤今後の大学生活の目標を設定できる（専攻決定） 

19.教科書・教材 授業内で適宜資料を配布します。 
20.参考文献 学習技術テキスト「知へのステップ」 

21.成績評価 

課題 1：文献要約ワークシート 40%【学習目標①に対応】 
①指定された文献の要約（10%） 
②自分で収集した文献の要約 3 つ（30%） 
課題 2：最終レポート 40%【学習目標②③に対応】 
テーマ：教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景 
※具体的なレポートのタイトルは、このテーマに関連しているものであれば自由に設定して
構いません 
※授業内では、学術的な論文を読み進め、かつ自身の関心事を掘り下げていきますので、そ
のプロセスで具体的テーマを設定してください 
課題 3：アクションプランシート 2 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年生ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。秋学期の基礎演習では、インターンシップ/サービスラーニングで
の具体的な体験を起点として、自ら問題設定を行い、文献と具体的事象との往還を意図した
学習を進めます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
 

授業オリエンテーション 
・基礎演習の学習目標、評価、進め方の確認 

☆情報検索や文書作成等をリアルタイムで行
いますので、各回で PC 持参を推奨します 

【第 2 回】 
 

リーディングと要約① 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 

〇文献要約ワークシート（60） 



【第 3 回】 
 

リーディングと要約② 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 4 回】 
 

文献検索と文献入手① 
・学内の情報検索ツールの活用方法について確認する 
・指定文献の内容と「教育/保育/福祉現場の抱える安
全・安心上の問題とその背景」とを関連させながら、
関心のあるキーワードを検討する 
・キーワードを用いて文献検索する 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート① 
〇文献検索を行い、読みたい文献を 3 つ選
定してくる（60） 

【第 5 回】 
 

文献検索と文献入手② 
・本学文献検索サイトおよび図書館を利用し、選定し
た 3 つの文献を入手する 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 6 回】 
 

リーディングと要約③ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート② 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 7 回】 
 

リーディングと要約④ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート③ 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 8 回】 
 

リーディングと要約⑤ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート④ 
〇ワークシートを用いてこれまでの文献内容
を再確認しておく（60） 

【第 9 回】 
 

アカデミックライティング① 
・「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題
とその背景」に関する具体的テーマを設定する 
・設定したテーマに基づいたレポートの構成を検討す
る 

〇【課題 2】レポートの構成案を検討する
（60） 

【第 10 回】 
 

アカデミックライティング② 
・レポートの構成案について、相互レビューを行う 
・レポート構成を、ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90 分） 

【第 11 回】 
 

アカデミックライティング③ 
・レポート作成の進捗報告をする 

〇【課題 2】レポート執筆（60） 
〇【課題 2】レポート抄録の作成（60） 

【第 12 回】 
 

最終レポートに関するプレゼンテーション 
・最終レポートの抄録（要約版ポスター）を用いたプ
レゼンテーションを行い、他者と意見交流する 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 13 回】 
 

アカデミックライティング④ 
・プレゼンテーションを踏まえ、最終レポート内容を
ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 14 回】 

まとめ① 
・アクションプランシートをもとに、執筆したレポー
トと１年次に履修したインターンシップ／サービスラ
ーニングとの関連性を検討する 

★提出：【課題 2】レポート 
〇【課題 3】アクションプランシートの作成 

【第 15 回】 
 

まとめ② 
・アクションプランシートをもとに、学習目標の到達

★提出：【課題 3】アクションプランシート 



状況及び２年次以降の学びやキャリアについて検討す
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A54 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 初年次セミナー、学習技術の内容を踏まえ、2 年生以降の専門的な学習の基盤となる教養
や学習技術（リーディングスキル、レポート作成スキル）の獲得をめざします。 
 主な授業概要として、学習活動前半は、学術的な論文の読み方について進めていきます。
それらを通して、学術的なレポートの構成について理解を深めます。学習活動後半では、前
半で読んだ学術的な論文を活用し、レポート執筆に取り組みます。また同時履修しているイ
ンターンシップ／サービスラーニングで経験した現場の具体的事象との関連性を検討しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の目的を達成するために、以下の学習目標を設定しています。 
①文献の要約がどのように構成されているかを解説することができる 
②学術的なレポート作成ができる 
③客観的根拠をもとに、自分の考えを論述できる 
④作成したレポートと経験学習（IS/SL）との関連性を示すことができる 
⑤今後の大学生活の目標を設定できる（専攻決定） 

19.教科書・教材 授業内で適宜資料を配布します。 
20.参考文献 学習技術テキスト「知へのステップ」 

21.成績評価 

課題 1：文献要約ワークシート 40%【学習目標①に対応】 
①指定された文献の要約（10%） 
②自分で収集した文献の要約 3 つ（30%） 
課題 2：最終レポート 40%【学習目標②③に対応】 
テーマ：教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景 
※具体的なレポートのタイトルは、このテーマに関連しているものであれば自由に設定して
構いません 
※授業内では、学術的な論文を読み進め、かつ自身の関心事を掘り下げていきますので、そ
のプロセスで具体的テーマを設定してください 
課題 3：アクションプランシート 2 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年生ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。秋学期の基礎演習では、インターンシップ/サービスラーニングで
の具体的な体験を起点として、自ら問題設定を行い、文献と具体的事象との往還を意図した
学習を進めます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
 

授業オリエンテーション 
・基礎演習の学習目標、評価、進め方の確認 

☆情報検索や文書作成等をリアルタイムで行
いますので、各回で PC 持参を推奨します 

【第 2 回】 
 

リーディングと要約① 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 

〇文献要約ワークシート（60） 



【第 3 回】 
 

リーディングと要約② 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 4 回】 
 

文献検索と文献入手① 
・学内の情報検索ツールの活用方法について確認する 
・指定文献の内容と「教育/保育/福祉現場の抱える安
全・安心上の問題とその背景」とを関連させながら、
関心のあるキーワードを検討する 
・キーワードを用いて文献検索する 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート① 
〇文献検索を行い、読みたい文献を 3 つ選
定してくる（60） 

【第 5 回】 
 

文献検索と文献入手② 
・本学文献検索サイトおよび図書館を利用し、選定し
た 3 つの文献を入手する 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 6 回】 
 

リーディングと要約③ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート② 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 7 回】 
 

リーディングと要約④ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート③ 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 8 回】 
 

リーディングと要約⑤ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート④ 
〇ワークシートを用いてこれまでの文献内容
を再確認しておく（60） 

【第 9 回】 
 

アカデミックライティング① 
・「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題
とその背景」に関する具体的テーマを設定する 
・設定したテーマに基づいたレポートの構成を検討す
る 

〇【課題 2】レポートの構成案を検討する
（60） 

【第 10 回】 
 

アカデミックライティング② 
・レポートの構成案について、相互レビューを行う 
・レポート構成を、ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90 分） 

【第 11 回】 
 

アカデミックライティング③ 
・レポート作成の進捗報告をする 

〇【課題 2】レポート執筆（60） 
〇【課題 2】レポート抄録の作成（60） 

【第 12 回】 
 

最終レポートに関するプレゼンテーション 
・最終レポートの抄録（要約版ポスター）を用いたプ
レゼンテーションを行い、他者と意見交流する 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 13 回】 
 

アカデミックライティング④ 
・プレゼンテーションを踏まえ、最終レポート内容を
ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 14 回】 

まとめ① 
・アクションプランシートをもとに、執筆したレポー
トと１年次に履修したインターンシップ／サービスラ
ーニングとの関連性を検討する 

★提出：【課題 2】レポート 
〇【課題 3】アクションプランシートの作成 

【第 15 回】 
 

まとめ② 
・アクションプランシートをもとに、学習目標の到達

★提出：【課題 3】アクションプランシート 



状況及び２年次以降の学びやキャリアについて検討す
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A55 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 初年次セミナー、学習技術の内容を踏まえ、2 年生以降の専門的な学習の基盤となる教養
や学習技術（リーディングスキル、レポート作成スキル）の獲得をめざします。 
【概要】 
 主な授業概要として、学習活動前半は、学術的な論文の読み方について進めていきます。
それらを通して、学術的なレポートの構成について理解を深めます。学習活動後半では、前
半で読んだ学術的な論文を活用し、レポート執筆に取り組みます。また同時履修しているイ
ンターンシップ／サービスラーニングで経験した現場の具体的事象との関連性を検討しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の目的を達成するために、以下の学習目標を設定しています。 
①文献の要約がどのように構成されているかを解説することができる 
②学術的なレポート作成ができる 
③客観的根拠をもとに、自分の考えを論述できる 
④作成したレポートと経験学習（IS/SL）との関連性を示すことができる 
⑤今後の大学生活の目標を設定できる（専攻決定） 

19.教科書・教材 授業内で適宜資料を配布します。 
20.参考文献 学習技術テキスト「知へのステップ」 

21.成績評価 

課題 1：文献要約ワークシート 40%【学習目標①に対応】 
①指定された文献の要約（10%） 
②自分で収集した文献の要約 3 つ（30%） 
課題 2：最終レポート 40%【学習目標②③に対応】 
テーマ：教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景 
※具体的なレポートのタイトルは、このテーマに関連しているものであれば自由に設定して
構いません 
※授業内では、学術的な論文を読み進め、かつ自身の関心事を掘り下げていきますので、そ
のプロセスで具体的テーマを設定してください 
課題 3：アクションプランシート 2 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年生ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。秋学期の基礎演習では、インターンシップ/サービスラーニングで
の具体的な体験を起点として、自ら問題設定を行い、文献と具体的事象との往還を意図した
学習を進めます。 

23.オフィスアワー 秋学期 月曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
 

授業オリエンテーション 
・基礎演習の学習目標、評価、進め方の確認 

☆情報検索や文書作成等をリアルタイムで行
いますので、各回で PC 持参を推奨します 

【第 2 回】 リーディングと要約① 〇文献要約ワークシート（60） 



 ・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 

【第 3 回】 
 

リーディングと要約② 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 4 回】 
 

文献検索と文献入手① 
・学内の情報検索ツールの活用方法について確認する 
・指定文献の内容と「教育/保育/福祉現場の抱える安
全・安心上の問題とその背景」とを関連させながら、
関心のあるキーワードを検討する 
・キーワードを用いて文献検索する 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート① 
〇文献検索を行い、読みたい文献を 3 つ選
定してくる（60） 

【第 5 回】 
 

文献検索と文献入手② 
・本学文献検索サイトおよび図書館を利用し、選定し
た 3 つの文献を入手する 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 6 回】 
 

リーディングと要約③ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート② 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 7 回】 
 

リーディングと要約④ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート③ 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 8 回】 
 

リーディングと要約⑤ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート④ 
〇ワークシートを用いてこれまでの文献内容
を再確認しておく（60） 

【第 9 回】 
 

アカデミックライティング① 
・「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題
とその背景」に関する具体的テーマを設定する 
・設定したテーマに基づいたレポートの構成を検討す
る 

〇【課題 2】レポートの構成案を検討する
（60） 

【第 10 回】 
 

アカデミックライティング② 
・レポートの構成案について、相互レビューを行う 
・レポート構成を、ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90 分） 

【第 11 回】 
 

アカデミックライティング③ 
・レポート作成の進捗報告をする 

〇【課題 2】レポート執筆（60） 
〇【課題 2】レポート抄録の作成（60） 

【第 12 回】 
 

最終レポートに関するプレゼンテーション 
・最終レポートの抄録（要約版ポスター）を用いたプ
レゼンテーションを行い、他者と意見交流する 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 13 回】 
 

アカデミックライティング④ 
・プレゼンテーションを踏まえ、最終レポート内容を
ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 14 回】 

まとめ① 
・アクションプランシートをもとに、執筆したレポー
トと１年次に履修したインターンシップ／サービスラ
ーニングとの関連性を検討する 

★提出：【課題 2】レポート 
〇【課題 3】アクションプランシートの作成 



【第 15 回】 
 

まとめ② 
・アクションプランシートをもとに、学習目標の到達
状況及び２年次以降の学びやキャリアについて検討す
る 

★提出：【課題 3】アクションプランシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A56 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 初年次セミナー、学習技術の内容を踏まえ、2 年生以降の専門的な学習の基盤となる教養
や学習技術（リーディングスキル、レポート作成スキル）の獲得をめざします。 
 主な授業概要として、学習活動前半は、学術的な論文の読み方について進めていきます。
それらを通して、学術的なレポートの構成について理解を深めます。学習活動後半では、前
半で読んだ学術的な論文を活用し、レポート執筆に取り組みます。また同時履修しているイ
ンターンシップ／サービスラーニングで経験した現場の具体的事象との関連性を検討しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の目的を達成するために、以下の学習目標を設定しています。 
①文献の要約がどのように構成されているかを解説することができる 
②学術的なレポート作成ができる 
③客観的根拠をもとに、自分の考えを論述できる 
④作成したレポートと経験学習（IS/SL）との関連性を示すことができる 
⑤今後の大学生活の目標を設定できる（専攻決定） 

19.教科書・教材 授業内で適宜資料を配布します。 
20.参考文献 学習技術テキスト「知へのステップ」 

21.成績評価 

課題 1：文献要約ワークシート 40%【学習目標①に対応】 
①指定された文献の要約（10%） 
②自分で収集した文献の要約 3 つ（30%） 
課題 2：最終レポート 40%【学習目標②③に対応】 
テーマ：教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景 
※具体的なレポートのタイトルは、このテーマに関連しているものであれば自由に設定して
構いません 
※授業内では、学術的な論文を読み進め、かつ自身の関心事を掘り下げていきますので、そ
のプロセスで具体的テーマを設定してください 
課題 3：アクションプランシート 2 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年生ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。秋学期の基礎演習では、インターンシップ/サービスラーニングで
の具体的な体験を起点として、自ら問題設定を行い、文献と具体的事象との往還を意図した
学習を進めます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
 

授業オリエンテーション 
・基礎演習の学習目標、評価、進め方の確認 

☆情報検索や文書作成等をリアルタイムで行
いますので、各回で PC 持参を推奨します 

【第 2 回】 
 

リーディングと要約① 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 

〇文献要約ワークシート（60） 



【第 3 回】 
 

リーディングと要約② 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 4 回】 
 

文献検索と文献入手① 
・学内の情報検索ツールの活用方法について確認する 
・指定文献の内容と「教育/保育/福祉現場の抱える安
全・安心上の問題とその背景」とを関連させながら、
関心のあるキーワードを検討する 
・キーワードを用いて文献検索する 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート① 
〇文献検索を行い、読みたい文献を 3 つ選
定してくる（60） 

【第 5 回】 
 

文献検索と文献入手② 
・本学文献検索サイトおよび図書館を利用し、選定し
た 3 つの文献を入手する 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 6 回】 
 

リーディングと要約③ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート② 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 7 回】 
 

リーディングと要約④ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート③ 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 8 回】 
 

リーディングと要約⑤ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート④ 
〇ワークシートを用いてこれまでの文献内容
を再確認しておく（60） 

【第 9 回】 
 

アカデミックライティング① 
・「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題
とその背景」に関する具体的テーマを設定する 
・設定したテーマに基づいたレポートの構成を検討す
る 

〇【課題 2】レポートの構成案を検討する
（60） 

【第 10 回】 
 

アカデミックライティング② 
・レポートの構成案について、相互レビューを行う 
・レポート構成を、ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90 分） 

【第 11 回】 
 

アカデミックライティング③ 
・レポート作成の進捗報告をする 

〇【課題 2】レポート執筆（60） 
〇【課題 2】レポート抄録の作成（60） 

【第 12 回】 
 

最終レポートに関するプレゼンテーション 
・最終レポートの抄録（要約版ポスター）を用いたプ
レゼンテーションを行い、他者と意見交流する 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 13 回】 
 

アカデミックライティング④ 
・プレゼンテーションを踏まえ、最終レポート内容を
ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 14 回】 

まとめ① 
・アクションプランシートをもとに、執筆したレポー
トと１年次に履修したインターンシップ／サービスラ
ーニングとの関連性を検討する 

★提出：【課題 2】レポート 
〇【課題 3】アクションプランシートの作成 

【第 15 回】 
 

まとめ② 
・アクションプランシートをもとに、学習目標の到達

★提出：【課題 3】アクションプランシート 



状況及び２年次以降の学びやキャリアについて検討す
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A58 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 初年次セミナー、学習技術の内容を踏まえ、2 年生以降の専門的な学習の基盤となる教養
や学習技術（リーディングスキル、レポート作成スキル）の獲得をめざします。 
 主な授業概要として、学習活動前半は、学術的な論文の読み方について進めていきます。
それらを通して、学術的なレポートの構成について理解を深めます。学習活動後半では、前
半で読んだ学術的な論文を活用し、レポート執筆に取り組みます。また同時履修しているイ
ンターンシップ／サービスラーニングで経験した現場の具体的事象との関連性を検討しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の目的を達成するために、以下の学習目標を設定しています。 
①文献の要約がどのように構成されているかを解説することができる 
②学術的なレポート作成ができる 
③客観的根拠をもとに、自分の考えを論述できる 
④作成したレポートと経験学習（IS/SL）との関連性を示すことができる 
⑤今後の大学生活の目標を設定できる（専攻決定） 

19.教科書・教材 授業内で適宜資料を配布します。 
20.参考文献 学習技術テキスト「知へのステップ」 

21.成績評価 

課題 1：文献要約ワークシート 40%【学習目標①に対応】 
①指定された文献の要約（10%） 
②自分で収集した文献の要約 3 つ（30%） 
課題 2：最終レポート 40%【学習目標②③に対応】 
テーマ：教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景 
※具体的なレポートのタイトルは、このテーマに関連しているものであれば自由に設定して
構いません 
※授業内では、学術的な論文を読み進め、かつ自身の関心事を掘り下げていきますので、そ
のプロセスで具体的テーマを設定してください 
課題 3：アクションプランシート 2 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年生ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。秋学期の基礎演習では、インターンシップ/サービスラーニングで
の具体的な体験を起点として、自ら問題設定を行い、文献と具体的事象との往還を意図した
学習を進めます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
 

授業オリエンテーション 
・基礎演習の学習目標、評価、進め方の確認 

☆情報検索や文書作成等をリアルタイムで行
いますので、各回で PC 持参を推奨します 

【第 2 回】 
 

リーディングと要約① 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 

〇文献要約ワークシート（60） 



【第 3 回】 
 

リーディングと要約② 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 4 回】 
 

文献検索と文献入手① 
・学内の情報検索ツールの活用方法について確認する 
・指定文献の内容と「教育/保育/福祉現場の抱える安
全・安心上の問題とその背景」とを関連させながら、
関心のあるキーワードを検討する 
・キーワードを用いて文献検索する 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート① 
〇文献検索を行い、読みたい文献を 3 つ選
定してくる（60） 

【第 5 回】 
 

文献検索と文献入手② 
・本学文献検索サイトおよび図書館を利用し、選定し
た 3 つの文献を入手する 

〇文献要約ワークシート（60） 

【第 6 回】 
 

リーディングと要約③ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート② 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 7 回】 
 

リーディングと要約④ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート③ 
〇文献要約ワークシート（60） 

【第 8 回】 
 

リーディングと要約⑤ 
・指定文献を用いたリーディングとワークシートを用
いた要約 
・ワークシートの内容を相互レビューする 

★提出：【課題 1】文献要約ワークシート④ 
〇ワークシートを用いてこれまでの文献内容
を再確認しておく（60） 

【第 9 回】 
 

アカデミックライティング① 
・「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題
とその背景」に関する具体的テーマを設定する 
・設定したテーマに基づいたレポートの構成を検討す
る 

〇【課題 2】レポートの構成案を検討する
（60） 

【第 10 回】 
 

アカデミックライティング② 
・レポートの構成案について、相互レビューを行う 
・レポート構成を、ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90 分） 

【第 11 回】 
 

アカデミックライティング③ 
・レポート作成の進捗報告をする 

〇【課題 2】レポート執筆（60） 
〇【課題 2】レポート抄録の作成（60） 

【第 12 回】 
 

最終レポートに関するプレゼンテーション 
・最終レポートの抄録（要約版ポスター）を用いたプ
レゼンテーションを行い、他者と意見交流する 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 13 回】 
 

アカデミックライティング④ 
・プレゼンテーションを踏まえ、最終レポート内容を
ブラッシュアップする 

〇【課題 2】レポートの執筆（90） 

【第 14 回】 

まとめ① 
・アクションプランシートをもとに、執筆したレポー
トと１年次に履修したインターンシップ／サービスラ
ーニングとの関連性を検討する 

★提出：【課題 2】レポート 
〇【課題 3】アクションプランシートの作成 

【第 15 回】 
 

まとめ② 
・アクションプランシートをもとに、学習目標の到達

★提出：【課題 3】アクションプランシート 



状況及び２年次以降の学びやキャリアについて検討す
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A67 

2.科目名 基礎演習 (経営̲3/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、春学期の学習技術や初年次セミナーにおけるさまざまな学修をふまえ、２年
次以降の専門教育に向けて基礎を固めることを目的とする。 
【概要】 
具体的には、新聞や各種文献等を素材とし、読解等の基礎的な技術を定着させるとともに、
与えられたテーマに沿って、各自で情報収集を行い、実際のデータも取り入れた客観性のあ
るレポートを作成する。この過程でレポートの形式やビジネス文書の書き方を修得する。 
また、授業中のグループワークやディスカッションを通じて他者と協働する姿勢を身に付け
る。さらに、上級生、卒業生や関心のある業界の社会人などの話を聞いたり、インタビュー
を通じて、自分のキャリアについて関心を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。 

19.教科書・教材 適宜指示する 

20.参考文献 

○朝日デジタル新聞 
○朝日新聞「時事ワークシート」 
○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル 

21.成績評価 

ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 10％（目標①・②） 
最終レポート 30％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 

22.コメント 特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日２時限 
センターオフィスアワー：⽕曜日５時限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
（合同授
業、教室は

オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等の
説明） 
履修変更の確認 

○学習目標の設定、ベンチマークチェックを
完了する（30 分×2） 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事①を



事前に案内
する） 

春学期の成績に基づく今学期の学習目標の設定、ベン
チマークチェック 

読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 2 回 
リーディング①  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事①について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート①に取り組む 

〇ワークシート①を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事②を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 3 回 
リーディング②  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事②について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート②に取り組む 

〇ワークシート②を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事③を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 4 回 
リーディング③  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事③について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート③に取り組む 

〇ワークシート③を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事④を
読み、指定された要領でまとめてくる(60 分
×2) 
○KUIS ドリル 

第 5 回 

リーディング④ 
朝日新聞「時事ワークシート」の記事 4④について意
見交換、確認を行ってから、ワークシート④に取り組
む 

○ワークシート④を提出する 
○学習技術の教科書「ライティング」を読ん
でポイントをまとめてくる 
kuis ドリル 

第 6 回 
 

ライティング①  
中間レポートに向けて、ライティングの基本の確認
（序論・本論・結論）(書式設定)など 

◆学修技術のテキスト持参◆ 
kuis ドリル 

第 7 回 

ライティング② 
リーディングで取り組んだケースから 1 つを選び、
アカデミックライティングによる小レポートを作成
し、ペアワークやグループワークで相互に点検する。 

学習技術のテキストとリーディング・ケース
を持参。 
○KUIS ドリル 

第 8 回 

ライティング③ 
前回とは異なるリーディング・ケースを利用して、小
レポート②を作成して、中間レポートとして Web-
Class に提出する。 

中間レポートの提出。 
○KUIS ドリル 
 

第 9 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

（キャリア教育プログラム①） 
先輩内定者、卒業生、関連する業界の社会人などに対
するインタビューとキャリアガイダンスを実施する。 

インタビューやガイダンスを聞いて自分のキ
ャリア・プランを小レポートにまとめる。 
○KUIS ドリル 

第 10 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

キャリア教育プログラム②  
ビジネス・マナー講習会。 

キャリア・プランについての小レポートを提
出する。 
○KUIS ドリル 

第 11 回 
ビジネス文書① 
あいさつ文・ＰＣメールなど 

★最終課題の提示（学期の主題「論理的思
考」を考慮しつつ、社会問題や時事問題から
出題。詳細はゼミ毎に案内） 
〇テーマに関する情報を収集し、参考文献リ
ストを作成する（60 分×2） 
○KUIS ドリル 



第 12 回 
ビジネス文書② 
ビジネス文書の作成 

○情報を収集する（30 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 13 回 
プレゼンテーション①  
レジュメに関する説明、作成 
文献の利用やプレゼン方法 

○レジュメを完成させる（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 14 回 
プレゼンテーション②  
PowerPoint を用いた発表 

○最終レポートに取り組む (60 分 x2) 
○KUIS ドリル 

第 15 回 
e ポーフォリオの作成(秋学期の振り返り、自己 PR
の修正)  
授業アンケート 

★e ポーフォリオを完成させる(30 分 x2)  
○KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
A68 

2.科目名 基礎演習 (経営̲3/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、春学期の学習技術や初年次セミナーにおけるさまざまな学修をふまえ、２年
次以降の専門教育に向けて基礎を固めることを目的とする。 
【概要】 
具体的には、新聞や各種文献等を素材とし、読解等の基礎的な技術を定着させるとともに、
与えられたテーマに沿って、各自で情報収集を行い、実際のデータも取り入れた客観性のあ
るレポートを作成する。この過程でレポートの形式やビジネス文書の書き方を修得する。 
また、授業中のグループワークやディスカッションを通じて他者と協働する姿勢を身に付け
る。さらに、上級生、卒業生や関心のある業界の社会人などの話を聞いたり、インタビュー
を通じて、自分のキャリアについて関心を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。 

19.教科書・教材 適宜指示する 

20.参考文献 

○朝日デジタル新聞 
○朝日新聞「時事ワークシート」 
○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル 

21.成績評価 

ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 10％（目標①・②） 
最終レポート 30％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 

22.コメント 特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
（合同授
業、教室は
事前に案内

オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等の
説明） 
履修変更の確認 
春学期の成績に基づく今学期の学習目標の設定、ベン

○学習目標の設定、ベンチマークチェックを
完了する（30 分×2） 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事①を
読み、指定された要領でまとめてくる（60



する） チマークチェック 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 2 回 
リーディング①  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事①について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート①に取り組む 

〇ワークシート①を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事②を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 3 回 
リーディング②  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事②について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート②に取り組む 

〇ワークシート②を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事③を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 4 回 
リーディング③  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事③について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート③に取り組む 

〇ワークシート③を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事④を
読み、指定された要領でまとめてくる(60 分
×2) 
○KUIS ドリル 

第 5 回 

リーディング④ 
朝日新聞「時事ワークシート」の記事 4④について意
見交換、確認を行ってから、ワークシート④に取り組
む 

○ワークシート④を提出する 
○学習技術の教科書「ライティング」を読ん
でポイントをまとめてくる 
kuis ドリル 

第 6 回 
 

ライティング①  
中間レポートに向けて、ライティングの基本の確認
（序論・本論・結論）(書式設定)など 

◆学修技術のテキスト持参◆ 
kuis ドリル 

第 7 回 

ライティング② 
リーディングで取り組んだケースから 1 つを選び、
アカデミックライティングによる小レポートを作成
し、ペアワークやグループワークで相互に点検する。 

学習技術のテキストとリーディング・ケース
を持参。 
○KUIS ドリル 

第 8 回 

ライティング③ 
前回とは異なるリーディング・ケースを利用して、小
レポート②を作成して、中間レポートとして Web-
Class に提出する。 

中間レポートの提出。 
○KUIS ドリル 
 

第 9 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

（キャリア教育プログラム①） 
先輩内定者、卒業生、関連する業界の社会人などに対
するインタビューとキャリアガイダンスを実施する。 

インタビューやガイダンスを聞いて自分のキ
ャリア・プランを小レポートにまとめる。 
○KUIS ドリル 

第 10 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

キャリア教育プログラム②  
ビジネス・マナー講習会。 

キャリア・プランについての小レポートを提
出する。 
○KUIS ドリル 

第 11 回 
ビジネス文書① 
あいさつ文・ＰＣメールなど 

★最終課題の提示（学期の主題「論理的思
考」を考慮しつつ、社会問題や時事問題から
出題。詳細はゼミ毎に案内） 
〇テーマに関する情報を収集し、参考文献リ
ストを作成する（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 12 回 ビジネス文書② ○情報を収集する（30 分×2） 



ビジネス文書の作成 ○KUIS ドリル 

第 13 回 
プレゼンテーション①  
レジュメに関する説明、作成 
文献の利用やプレゼン方法 

○レジュメを完成させる（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 14 回 プレゼンテーション②  
PowerPoint を用いた発表 

○最終レポートに取り組む (60 分 x2) 
○KUIS ドリル 

第 15 回 
e ポーフォリオの作成(秋学期の振り返り、自己 PR
の修正)  
授業アンケート 

★e ポーフォリオを完成させる(30 分 x2)  
○KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
M52 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、春学期の学習技術や初年次セミナーにおけるさまざまな学修をふまえ、２年
次以降の専門教育に向けて基礎を固めることを目的とする。 
【概要】 
具体的には、新聞や各種文献等を素材とし、読解等の基礎的な技術を定着させるとともに、
与えられたテーマに沿って、各自で情報収集を行い、実際のデータも取り入れた客観性のあ
るレポートを作成する。この過程でレポートの形式やビジネス文書の書き方を修得する。 
また、授業中のグループワークやディスカッションを通じて他者と協働する姿勢を身に付け
る。さらに、上級生、卒業生や関心のある業界の社会人などの話を聞いたり、インタビュー
を通じて、自分のキャリアについて関心を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。 

19.教科書・教材 適宜指示する 

20.参考文献 

○朝日デジタル新聞 
○朝日新聞「時事ワークシート」 
○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル 

21.成績評価 

ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 10％（目標①・②） 
最終レポート 30％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 

22.コメント 特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
（合同授
業、教室は
事前に案内

オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等の
説明） 
履修変更の確認 
春学期の成績に基づく今学期の学習目標の設定、ベン

○学習目標の設定、ベンチマークチェックを
完了する（30 分×2） 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事①を
読み、指定された要領でまとめてくる（60



する） チマークチェック 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 2 回 
リーディング①  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事①について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート①に取り組む 

〇ワークシート①を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事②を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 3 回 
リーディング②  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事②について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート②に取り組む 

〇ワークシート②を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事③を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 4 回 
リーディング③  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事③について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート③に取り組む 

〇ワークシート③を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事④を
読み、指定された要領でまとめてくる(60 分
×2) 
○KUIS ドリル 

第 5 回 

リーディング④ 
朝日新聞「時事ワークシート」の記事 4④について意
見交換、確認を行ってから、ワークシート④に取り組
む 

○ワークシート④を提出する 
○学習技術の教科書「ライティング」を読ん
でポイントをまとめてくる 
kuis ドリル 

第 6 回 
 

ライティング①  
中間レポートに向けて、ライティングの基本の確認
（序論・本論・結論）(書式設定)など 

◆学修技術のテキスト持参◆ 
kuis ドリル 

第 7 回 

ライティング② 
リーディングで取り組んだケースから 1 つを選び、
アカデミックライティングによる小レポートを作成
し、ペアワークやグループワークで相互に点検する。 

学習技術のテキストとリーディング・ケース
を持参。 
○KUIS ドリル 

第 8 回 

ライティング③ 
前回とは異なるリーディング・ケースを利用して、小
レポート②を作成して、中間レポートとして Web-
Class に提出する。 

中間レポートの提出。 
○KUIS ドリル 
 

第 9 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

（キャリア教育プログラム①） 
先輩内定者、卒業生、関連する業界の社会人などに対
するインタビューとキャリアガイダンスを実施する。 

インタビューやガイダンスを聞いて自分のキ
ャリア・プランを小レポートにまとめる。 
○KUIS ドリル 

第 10 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

キャリア教育プログラム②  
ビジネス・マナー講習会。 

キャリア・プランについての小レポートを提
出する。 
○KUIS ドリル 

第 11 回 
ビジネス文書① 
あいさつ文・ＰＣメールなど 

★最終課題の提示（学期の主題「論理的思
考」を考慮しつつ、社会問題や時事問題から
出題。詳細はゼミ毎に案内） 
〇テーマに関する情報を収集し、参考文献リ
ストを作成する（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 12 回 ビジネス文書② ○情報を収集する（30 分×2） 



ビジネス文書の作成 ○KUIS ドリル 

第 13 回 
プレゼンテーション①  
レジュメに関する説明、作成 
文献の利用やプレゼン方法 

○レジュメを完成させる（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 14 回 プレゼンテーション②  
PowerPoint を用いた発表 

○最終レポートに取り組む (60 分 x2) 
○KUIS ドリル 

第 15 回 
e ポーフォリオの作成(秋学期の振り返り、自己 PR
の修正)  
授業アンケート 

★e ポーフォリオを完成させる(30 分 x2)  
○KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
M53 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、春学期の学習技術や初年次セミナーにおけるさまざまな学修をふまえ、２年
次以降の専門教育に向けて基礎を固めることを目的とする。 
【概要】 
具体的には、新聞や各種文献等を素材とし、読解等の基礎的な技術を定着させるとともに、
与えられたテーマに沿って、各自で情報収集を行い、実際のデータも取り入れた客観性のあ
るレポートを作成する。この過程でレポートの形式やビジネス文書の書き方を修得する。 
また、授業中のグループワークやディスカッションを通じて他者と協働する姿勢を身に付け
る。さらに、上級生、卒業生や関心のある業界の社会人などの話を聞いたり、インタビュー
を通じて、自分のキャリアについて関心を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。 

19.教科書・教材 適宜指示する 

20.参考文献 

○朝日デジタル新聞 
○朝日新聞「時事ワークシート」 
○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル 

21.成績評価 

ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 10％（目標①・②） 
最終レポート 30％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 

22.コメント 特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
（合同授
業、教室は
事前に案内
する） 

オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等の
説明） 
履修変更の確認 
春学期の成績に基づく今学期の学習目標の設定、ベン
チマークチェック 

○学習目標の設定、ベンチマークチェックを
完了する（30 分×2） 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事①を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 



○KUIS ドリル 

第 2 回 
リーディング①  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事①について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート①に取り組む 

〇ワークシート①を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事②を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 3 回 
リーディング②  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事②について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート②に取り組む 

〇ワークシート②を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事③を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 4 回 
リーディング③  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事③について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート③に取り組む 

〇ワークシート③を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事④を
読み、指定された要領でまとめてくる(60 分
×2) 
○KUIS ドリル 

第 5 回 

リーディング④ 
朝日新聞「時事ワークシート」の記事 4④について意
見交換、確認を行ってから、ワークシート④に取り組
む 

○ワークシート④を提出する 
○学習技術の教科書「ライティング」を読ん
でポイントをまとめてくる 
kuis ドリル 

第 6 回 
 

ライティング①  
中間レポートに向けて、ライティングの基本の確認
（序論・本論・結論）(書式設定)など 

◆学修技術のテキスト持参◆ 
kuis ドリル 

第 7 回 

ライティング② 
リーディングで取り組んだケースから 1 つを選び、
アカデミックライティングによる小レポートを作成
し、ペアワークやグループワークで相互に点検する。 

学習技術のテキストとリーディング・ケース
を持参。 
○KUIS ドリル 

第 8 回 

ライティング③ 
前回とは異なるリーディング・ケースを利用して、小
レポート②を作成して、中間レポートとして Web-
Class に提出する。 

中間レポートの提出。 
○KUIS ドリル 
 

第 9 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

（キャリア教育プログラム①） 
先輩内定者、卒業生、関連する業界の社会人などに対
するインタビューとキャリアガイダンスを実施する。 

インタビューやガイダンスを聞いて自分のキ
ャリア・プランを小レポートにまとめる。 
○KUIS ドリル 

第 10 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

キャリア教育プログラム②  
ビジネス・マナー講習会。 

キャリア・プランについての小レポートを提
出する。 
○KUIS ドリル 

第 11 回 ビジネス文書① 
あいさつ文・ＰＣメールなど 

★最終課題の提示（学期の主題「論理的思
考」を考慮しつつ、社会問題や時事問題から
出題。詳細はゼミ毎に案内） 
〇テーマに関する情報を収集し、参考文献リ
ストを作成する（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 12 回 
ビジネス文書② 
ビジネス文書の作成 

○情報を収集する（30 分×2） 
○KUIS ドリル 



第 13 回 
プレゼンテーション①  
レジュメに関する説明、作成 
文献の利用やプレゼン方法 

○レジュメを完成させる（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 14 回 
プレゼンテーション②  
PowerPoint を用いた発表 

○最終レポートに取り組む (60 分 x2) 
○KUIS ドリル 

第 15 回 
e ポーフォリオの作成(秋学期の振り返り、自己 PR
の修正)  
授業アンケート 

★e ポーフォリオを完成させる(30 分 x2)  
○KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
M54 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 川脇康生 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、春学期の学習技術や初年次セミナーにおけるさまざまな学修をふまえ、２年
次以降の専門教育に向けて基礎を固めることを目的とする。 
【概要】 
具体的には、新聞や各種文献等を素材とし、読解等の基礎的な技術を定着させるとともに、
与えられたテーマに沿って、各自で情報収集を行い、実際のデータも取り入れた客観性のあ
るレポートを作成する。この過程でレポートの形式やビジネス文書の書き方を修得する。 
また、授業中のグループワークやディスカッションを通じて他者と協働する姿勢を身に付け
る。さらに、上級生、卒業生や関心のある業界の社会人などの話を聞いたり、インタビュー
を通じて、自分のキャリアについて関心を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。 

19.教科書・教材 適宜指示する 

20.参考文献 

○朝日デジタル新聞 
○朝日新聞「時事ワークシート」 
○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル 

21.成績評価 

ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 10％（目標①・②） 
最終レポート 30％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 

22.コメント 特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 
23.オフィスアワー ⽕曜日昼時間 12 時 15 分〜13 時 15 分（4 号館 5 階川脇研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
（合同授
業、教室は
事前に案内
する） 

オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等の
説明） 
履修変更の確認 
春学期の成績に基づく今学期の学習目標の設定、ベン
チマークチェック 

○学習目標の設定、ベンチマークチェックを
完了する（30 分×2） 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事①を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 



○KUIS ドリル 

第 2 回 
リーディング①  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事①について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート①に取り組む 

〇ワークシート①を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事②を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 3 回 
リーディング②  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事②について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート②に取り組む 

〇ワークシート②を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事③を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 4 回 
リーディング③  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事③について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート③に取り組む 

〇ワークシート③を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事④を
読み、指定された要領でまとめてくる(60 分
×2) 
○KUIS ドリル 

第 5 回 

リーディング④ 
朝日新聞「時事ワークシート」の記事 4④について意
見交換、確認を行ってから、ワークシート④に取り組
む 

○ワークシート④を提出する 
○学習技術の教科書「ライティング」を読ん
でポイントをまとめてくる 
kuis ドリル 

第 6 回 
 

ライティング①  
中間レポートに向けて、ライティングの基本の確認
（序論・本論・結論）(書式設定)など 

◆学修技術のテキスト持参◆ 
kuis ドリル 

第 7 回 

ライティング② 
リーディングで取り組んだケースから 1 つを選び、
アカデミックライティングによる小レポートを作成
し、ペアワークやグループワークで相互に点検する。 

学習技術のテキストとリーディング・ケース
を持参。 
○KUIS ドリル 

第 8 回 

ライティング③ 
前回とは異なるリーディング・ケースを利用して、小
レポート②を作成して、中間レポートとして Web-
Class に提出する。 

中間レポートの提出。 
○KUIS ドリル 
 

第 9 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

（キャリア教育プログラム①） 
先輩内定者、卒業生、関連する業界の社会人などに対
するインタビューとキャリアガイダンスを実施する。 

インタビューやガイダンスを聞いて自分のキ
ャリア・プランを小レポートにまとめる。 
○KUIS ドリル 

第 10 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

キャリア教育プログラム②  
ビジネス・マナー講習会。 

キャリア・プランについての小レポートを提
出する。 
○KUIS ドリル 

第 11 回 ビジネス文書① 
あいさつ文・ＰＣメールなど 

★最終課題の提示（学期の主題「論理的思
考」を考慮しつつ、社会問題や時事問題から
出題。詳細はゼミ毎に案内） 
〇テーマに関する情報を収集し、参考文献リ
ストを作成する（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 12 回 
ビジネス文書② 
ビジネス文書の作成 

○情報を収集する（30 分×2） 
○KUIS ドリル 



第 13 回 
プレゼンテーション①  
レジュメに関する説明、作成 
文献の利用やプレゼン方法 

○レジュメを完成させる（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 14 回 
プレゼンテーション②  
PowerPoint を用いた発表 

○最終レポートに取り組む (60 分 x2) 
○KUIS ドリル 

第 15 回 
e ポーフォリオの作成(秋学期の振り返り、自己 PR
の修正)  
授業アンケート 

★e ポーフォリオを完成させる(30 分 x2)  
○KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
M55 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、春学期の学習技術や初年次セミナーにおけるさまざまな学修をふまえ、２年
次以降の専門教育に向けて基礎を固めることを目的とする。 
【概要】 
具体的には、新聞や各種文献等を素材とし、読解等の基礎的な技術を定着させるとともに、
与えられたテーマに沿って、各自で情報収集を行い、実際のデータも取り入れた客観性のあ
るレポートを作成する。この過程でレポートの形式やビジネス文書の書き方を修得する。 
また、授業中のグループワークやディスカッションを通じて他者と協働する姿勢を身に付け
る。さらに、上級生、卒業生や関心のある業界の社会人などの話を聞いたり、インタビュー
を通じて、自分のキャリアについて関心を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。 

19.教科書・教材 適宜指示する 

20.参考文献 

○朝日デジタル新聞 
○朝日新聞「時事ワークシート」 
○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル 

21.成績評価 

ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 10％（目標①・②） 
最終レポート 30％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 

22.コメント 特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
（合同授
業、教室は
事前に案内

オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等の
説明） 
履修変更の確認 
春学期の成績に基づく今学期の学習目標の設定、ベン

○学習目標の設定、ベンチマークチェックを
完了する（30 分×2） 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事①を
読み、指定された要領でまとめてくる（60



する） チマークチェック 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 2 回 
リーディング①  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事①について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート①に取り組む 

〇ワークシート①を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事②を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 3 回 
リーディング②  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事②について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート②に取り組む 

〇ワークシート②を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事③を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 4 回 
リーディング③  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事③について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート③に取り組む 

〇ワークシート③を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事④を
読み、指定された要領でまとめてくる(60 分
×2) 
○KUIS ドリル 

第 5 回 

リーディング④ 
朝日新聞「時事ワークシート」の記事 4④について意
見交換、確認を行ってから、ワークシート④に取り組
む 

○ワークシート④を提出する 
○学習技術の教科書「ライティング」を読ん
でポイントをまとめてくる 
kuis ドリル 

第 6 回 
 

ライティング①  
中間レポートに向けて、ライティングの基本の確認
（序論・本論・結論）(書式設定)など 

◆学修技術のテキスト持参◆ 
kuis ドリル 

第 7 回 

ライティング② 
リーディングで取り組んだケースから 1 つを選び、
アカデミックライティングによる小レポートを作成
し、ペアワークやグループワークで相互に点検する。 

学習技術のテキストとリーディング・ケース
を持参。 
○KUIS ドリル 

第 8 回 

ライティング③ 
前回とは異なるリーディング・ケースを利用して、小
レポート②を作成して、中間レポートとして Web-
Class に提出する。 

中間レポートの提出。 
○KUIS ドリル 
 

第 9 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

（キャリア教育プログラム①） 
先輩内定者、卒業生、関連する業界の社会人などに対
するインタビューとキャリアガイダンスを実施する。 

インタビューやガイダンスを聞いて自分のキ
ャリア・プランを小レポートにまとめる。 
○KUIS ドリル 

第 10 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

キャリア教育プログラム②  
ビジネス・マナー講習会。 

キャリア・プランについての小レポートを提
出する。 
○KUIS ドリル 

第 11 回 
ビジネス文書① 
あいさつ文・ＰＣメールなど 

★最終課題の提示（学期の主題「論理的思
考」を考慮しつつ、社会問題や時事問題から
出題。詳細はゼミ毎に案内） 
〇テーマに関する情報を収集し、参考文献リ
ストを作成する（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 12 回 ビジネス文書② ○情報を収集する（30 分×2） 



ビジネス文書の作成 ○KUIS ドリル 

第 13 回 
プレゼンテーション①  
レジュメに関する説明、作成 
文献の利用やプレゼン方法 

○レジュメを完成させる（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 14 回 プレゼンテーション②  
PowerPoint を用いた発表 

○最終レポートに取り組む (60 分 x2) 
○KUIS ドリル 

第 15 回 
e ポーフォリオの作成(秋学期の振り返り、自己 PR
の修正)  
授業アンケート 

★e ポーフォリオを完成させる(30 分 x2)  
○KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
M56 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、春学期の学習技術や初年次セミナーにおけるさまざまな学修をふまえ、２年
次以降の専門教育に向けて基礎を固めることを目的とする。 
【概要】 
具体的には、新聞や各種文献等を素材とし、読解等の基礎的な技術を定着させるとともに、
与えられたテーマに沿って、各自で情報収集を行い、実際のデータも取り入れた客観性のあ
るレポートを作成する。この過程でレポートの形式やビジネス文書の書き方を修得する。 
また、授業中のグループワークやディスカッションを通じて他者と協働する姿勢を身に付け
る。さらに、上級生、卒業生や関心のある業界の社会人などの話を聞いたり、インタビュー
を通じて、自分のキャリアについて関心を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。 

19.教科書・教材 適宜指示する 

20.参考文献 

○朝日デジタル新聞 
○朝日新聞「時事ワークシート」 
○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル 

21.成績評価 

ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 10％（目標①・②） 
最終レポート 30％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 

22.コメント 特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：⽕曜昼休み 
研究室オフィスアワー：木曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
（合同授
業、教室は
事前に案内

オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等の
説明） 
履修変更の確認 
春学期の成績に基づく今学期の学習目標の設定、ベン

○学習目標の設定、ベンチマークチェックを
完了する（30 分×2） 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事①を
読み、指定された要領でまとめてくる（60



する） チマークチェック 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 2 回 
リーディング①  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事①について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート①に取り組む 

〇ワークシート①を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事②を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 3 回 
リーディング②  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事②について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート②に取り組む 

〇ワークシート②を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事③を
読み、指定された要領でまとめてくる（60
分×2） 
○KUIS ドリル 

第 4 回 
リーディング③  
朝日新聞「時事ワークシート」の記事③について意見
交換、確認を行ってから、ワークシート③に取り組む 

〇ワークシート③を提出する 
○朝日新聞「時事ワークシート」の記事④を
読み、指定された要領でまとめてくる(60 分
×2) 
○KUIS ドリル 

第 5 回 

リーディング④ 
朝日新聞「時事ワークシート」の記事 4④について意
見交換、確認を行ってから、ワークシート④に取り組
む 

○ワークシート④を提出する 
○学習技術の教科書「ライティング」を読ん
でポイントをまとめてくる 
kuis ドリル 

第 6 回 
 

ライティング①  
中間レポートに向けて、ライティングの基本の確認
（序論・本論・結論）(書式設定)など 

◆学修技術のテキスト持参◆ 
kuis ドリル 

第 7 回 

ライティング② 
リーディングで取り組んだケースから 1 つを選び、
アカデミックライティングによる小レポートを作成
し、ペアワークやグループワークで相互に点検する。 

学習技術のテキストとリーディング・ケース
を持参。 
○KUIS ドリル 

第 8 回 

ライティング③ 
前回とは異なるリーディング・ケースを利用して、小
レポート②を作成して、中間レポートとして Web-
Class に提出する。 

中間レポートの提出。 
○KUIS ドリル 
 

第 9 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

（キャリア教育プログラム①） 
先輩内定者、卒業生、関連する業界の社会人などに対
するインタビューとキャリアガイダンスを実施する。 

インタビューやガイダンスを聞いて自分のキ
ャリア・プランを小レポートにまとめる。 
○KUIS ドリル 

第 10 回 
合同授業 
教室は事前
に案内する 

キャリア教育プログラム②  
ビジネス・マナー講習会。 

キャリア・プランについての小レポートを提
出する。 
○KUIS ドリル 

第 11 回 
ビジネス文書① 
あいさつ文・ＰＣメールなど 

★最終課題の提示（学期の主題「論理的思
考」を考慮しつつ、社会問題や時事問題から
出題。詳細はゼミ毎に案内） 
〇テーマに関する情報を収集し、参考文献リ
ストを作成する（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 12 回 ビジネス文書② ○情報を収集する（30 分×2） 



ビジネス文書の作成 ○KUIS ドリル 

第 13 回 
プレゼンテーション①  
レジュメに関する説明、作成 
文献の利用やプレゼン方法 

○レジュメを完成させる（60 分×2） 
○KUIS ドリル 

第 14 回 プレゼンテーション②  
PowerPoint を用いた発表 

○最終レポートに取り組む (60 分 x2) 
○KUIS ドリル 

第 15 回 
e ポーフォリオの作成(秋学期の振り返り、自己 PR
の修正)  
授業アンケート 

★e ポーフォリオを完成させる(30 分 x2)  
○KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y51 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子、遠藤泰生、片山真理、Patrick Shorb 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

[Objective]  The purpose of this seminar is to enhance students' understanding about 
the well-being,  which relates to various aspects of our daily lives:  integration of new-
comers into our society,  gap between rich and poor, environmental issues, pandemics, 
food supplies, education, security, and so on.   
[Outline]  The class contains two major activities: Understanding  topics of the well-
being and finding and examining critical elements of them.  The class focuses on 
deepening and widening students' vision of the the international society and make them 
prepared for their study in the second year. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students can gain knowledge about the international society.  They also improve their 
group work/pair work skills.  This course also contain job preparation exercises.The 
teacher will have advisory functions to help student make study plan and reflect on 

19.教科書・教材 To be announced. 
20.参考文献 To be announced. 

21.成績評価 

Presentations in his/her individual class =20% 
Mid-term research prospectus=20%  
Reflective Report on E-portfolio : 10%  
Career-related assignments: 10% 
Final Paper: 40% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 越山：⽕曜日４時間目（研究室）、木曜日３時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Orientation (Objectives, Schedule & Assignments) 
Goal Settings & Study Planning, e-portfolio, Class 
registration 

 

Week 2 
The well-being topics 
Find international issues 
 

〇Find international issue, e-portfolio 

Week 3 
The well-being topics PPT: Background, Problem, 
Solutions, Recommendations 
Career education program 

〇 Background of international issue, 
Identifying the problem, e-portfolio 

Week 4 

The well-being topics PPT: Background, Problem & 
Solutions (include how it relates to Japan), 
Recommendations (Continued)  
Career education program 

〇 Presentation preparation 

Week 5 
The well-being topics PPT: Background, Problem & 
Solutions (include how it relates to Japan), 
Recommendations (Continued) 

〇 Solutions, Recommendations, e-
portfolio 



Week 6 The well-being topics presentations 〇 Presentation preparation 

Week 7 The well-being topics presentations 〇Mid-term research prospectus due 
〇e-portfolio 

Week 8 The well-being facts  finding and examining 
〇 Background of global facts, Identifying 
the problem 

Week 9 The well-being facts finding and examining 
〇 Background of global facts, Identifying 
the problem 

Week 10 Special Lecture on DV 〇 Solutions, Recommendations 

Week 11 The well-being facts finding and examining 
〇 Solutions, Recommendations 
 

Week 12 The well-being facts finding and examining 〇 Presentation preparation 

Week 13 
The well-being facts finding and examining 
presentations 

〇 Presentation pre;aration 

Week 14 
The well-being facts finding and examining 
presentations 

〇e-portfolio 

Week 15 Wrap-up 
〇Final Paper Due.  
〇e-portfolio 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y52 

2.科目名 基礎演習 （1/3） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件 とくになし 11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

・観光学科の学生は２年生進級時にホテル・エアライン・旅行ビジネス・地域・流通専攻と
ビジネスデザイン専攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには観光の基礎知識、
コンセプト、マネジメントの基本を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会
において個人ワークとチームワークの両方で取り組むことが必要です。 
・この授業では２年生進級時の専攻選択の準備を行うとともに、業界研究等のグループワー
ク（外部講師による講話の受講と質疑応答を含む）を行います。 
・本授業は、基礎演習（1 年次） ⇒ PM 演習（2 年次） ⇒ 専門演習（3 年次） ⇒ 卒業研
究・卒業論文（4 年次）と連なる必修演習（ゼミ）の第一ステップ（後半）として位置づけ
られます。 
そのため、2 年次以降の PBL（Project Based Learning)の前段階としてシナリオ型 PBL を
行い、 
チームビルディング、デザイン思考の初期段階のトレーニングなどに取り組むことを主な目
的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。  
④PBL の基本的な進め方を身につけることができる。 
⑤大学卒業後の進路を明確にし、進路にあった適切な専攻を選ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜指示する。 

20.参考文献 

○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル  
その他、授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出条件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とする。 
ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 15％（目標①・②） 
最終レポート 15％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 



 

22.コメント 

・特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参してください。 
・フィールドワーク／グループワークでは、主体的・積極的に参加し発言するとともに、仲
間の学生の意見や考えも尊重しましょう。 
・フィールドワーク／グループワークや発表では、欠席すると仲間に迷惑がかかります。や
むなく欠席をする場合には、かならずチームメイトと教員に連絡を入れてください。 
・授業の大まかな流れは変わりませんが、諸事情により、細かい内容の変更や順番の入れ替
えがある場合があります。詳しくは授業中に指示します。 

23.オフィスアワー 研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：春学期のふりかえり、リフレク
ションデーに関するワーク、秋学期のスケジュールの
説明。 

 

【第 2 回】 チームビルディング＆マシュマロチャレンジ ワークシート① 
【第 3 回】 外部連携先の話を聞く、または外部講師 ワークシート② 
【第 4 回】 リーディング１ 新聞記事を読む ワークシート③ 

【第 5 回】 
リーディング２ リーディングテーマ、または外部連
携先と関連の新聞記事を読む 

ワークシート④ 

【第 6 回】 ライティング１ 作文（自分で文章を書く） ワークシート⑤ 
【第 7 回】 ライティング２ 作文（外部連携先と関連のテーマ） ワークシート⑥ 
【第 8 回】 キャリア１ キャリア教育評価対象 
【第 9 回】 キャリア２ キャリア教育評価対象 
【第 10 回】 ビジネス文書（例文学習） ビジネス文書評価対象 
【第 11 回】 プレゼンテーション１ プレゼンテーション資料作成 
【第 12 回】 プレゼンテーション２ プレゼンテーション資料作成 
【第 13 回】 名刺作り１ ビジネスマナー、名刺作成アプリを学習 
【第 14 回】 
学年発表会 

名刺作り２（または連携先の FW） ビジネスマナー、会社訪問練習 

【第 15 回】 

・学期全体のふりかえり：グループワークと企業研究
のまとめ 
・1 年間の振り返り：何を学んだか記述し、自らの経
験を客観視する。 
・専攻選択エントリーの説明 

総括レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y53 

2.科目名 基礎演習 （2/3） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件 とくになし 11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

・観光学科の学生は２年生進級時にホテル・エアライン・旅行ビジネス・地域・流通専攻と
ビジネスデザイン専攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには観光の基礎知識、
コンセプト、マネジメントの基本を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会
において個人ワークとチームワークの両方で取り組むことが必要です。 
・この授業では２年生進級時の専攻選択の準備を行うとともに、業界研究等のグループワー
ク（外部講師による講話の受講と質疑応答を含む）を行います。 
・本授業は、基礎演習（1 年次） ⇒ PM 演習（2 年次） ⇒ 専門演習（3 年次） ⇒ 卒業研
究・卒業論文（4 年次）と連なる必修演習（ゼミ）の第一ステップ（後半）として位置づけ
られます。 
そのため、2 年次以降の PBL（Project Based Learning)の前段階としてシナリオ型 PBL を
行い、 
チームビルディング、デザイン思考の初期段階のトレーニングなどに取り組むことを主な目
的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。  
④PBL の基本的な進め方を身につけることができる。 
⑤大学卒業後の進路を明確にし、進路にあった適切な専攻を選ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜指示する。 

20.参考文献 

○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル  
その他、授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出条件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とする。 
ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 15％（目標①・②） 
最終レポート 15％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 



 

22.コメント 

・特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参してください。 
・フィールドワーク／グループワークでは、主体的・積極的に参加し発言するとともに、仲
間の学生の意見や考えも尊重しましょう。 
・フィールドワーク／グループワークや発表では、欠席すると仲間に迷惑がかかります。や
むなく欠席をする場合には、かならずチームメイトと教員に連絡を入れてください。 
・授業の大まかな流れは変わりませんが、諸事情により、細かい内容の変更や順番の入れ替
えがある場合があります。詳しくは授業中に指示します。 

23.オフィスアワー 
研究室：木曜日昼休み 
学習支援センター：月曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：春学期のふりかえり、リフレク
ションデーに関するワーク、秋学期のスケジュールの
説明。 

 

【第 2 回】 チームビルディング＆マシュマロチャレンジ ワークシート① 
【第 3 回】 外部連携先の話を聞く、または外部講師 ワークシート② 
【第 4 回】 リーディング１ 新聞記事を読む ワークシート③ 

【第 5 回】 リーディング２ リーディングテーマ、または外部連
携先と関連の新聞記事を読む 

ワークシート④ 

【第 6 回】 ライティング１ 作文（自分で文章を書く） ワークシート⑤ 
【第 7 回】 ライティング２ 作文（外部連携先と関連のテーマ） ワークシート⑥ 
【第 8 回】 キャリア１ キャリア教育評価対象 
【第 9 回】 キャリア２ キャリア教育評価対象 
【第 10 回】 ビジネス文書（例文学習） ビジネス文書評価対象 
【第 11 回】 プレゼンテーション１ プレゼンテーション資料作成 
【第 12 回】 プレゼンテーション２ プレゼンテーション資料作成 
【第 13 回】 名刺作り１ ビジネスマナー、名刺作成アプリを学習 
【第 14 回】 
学年発表会 

名刺作り２（または連携先の FW） ビジネスマナー、会社訪問練習 

【第 15 回】 

・学期全体のふりかえり：グループワークと企業研究
のまとめ 
・1 年間の振り返り：何を学んだか記述し、自らの経
験を客観視する。 
・専攻選択エントリーの説明 

総括レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y54 

2.科目名 基礎演習 （3/3） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件 とくになし 11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

・観光学科の学生は２年生進級時にホテル・エアライン・旅行ビジネス・地域・流通専攻と
ビジネスデザイン専攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには観光の基礎知識、
コンセプト、マネジメントの基本を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会
において個人ワークとチームワークの両方で取り組むことが必要です。 
・この授業では２年生進級時の専攻選択の準備を行うとともに、業界研究等のグループワー
ク（外部講師による講話の受講と質疑応答を含む）を行います。 
・本授業は、基礎演習（1 年次） ⇒ PM 演習（2 年次） ⇒ 専門演習（3 年次） ⇒ 卒業研
究・卒業論文（4 年次）と連なる必修演習（ゼミ）の第一ステップ（後半）として位置づけ
られます。 
そのため、2 年次以降の PBL（Project Based Learning)の前段階としてシナリオ型 PBL を
行い、 
チームビルディング、デザイン思考の初期段階のトレーニングなどに取り組むことを主な目
的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）多様性理解、（5）
コミュニケーション能力の学修に関連すしています。 
①基礎的なライティング・スキルを身に付ける。（ライティングルーブリック（下位学年
用）のレベル 3） 
②グループワークに積極的に参加できる。（チームワークルーブリックのレベル 3） 
③社会人として求められる基礎的学力とマナーを身に付ける。  
④PBL の基本的な進め方を身につけることができる。 
⑤大学卒業後の進路を明確にし、進路にあった適切な専攻を選ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜指示する。 

20.参考文献 

○『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年 ISBN-13：
9784874247891 
○kuis ドリル  
その他、授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出条件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とする。 
ワークシート・記事投稿×5 回 20%（目標①・②） 
キャリア教育プログラム 10%（目標③） 
中間レポート 10％ （目標①・②） 
ビジネス文書 10%（目標①） 
レジュメ ・プレゼンテーション 15％（目標①・②） 
最終レポート 15％ （目標①） 
ＫＵＩＳドリルの成果 10%（目標③） 



 

22.コメント 

・特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参してください。 
・フィールドワーク／グループワークでは、主体的・積極的に参加し発言するとともに、仲
間の学生の意見や考えも尊重しましょう。 
・フィールドワーク／グループワークや発表では、欠席すると仲間に迷惑がかかります。や
むなく欠席をする場合には、かならずチームメイトと教員に連絡を入れてください。 
・授業の大まかな流れは変わりませんが、諸事情により、細かい内容の変更や順番の入れ替
えがある場合があります。詳しくは授業中に指示します。 

23.オフィスアワー 研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：春学期のふりかえり、リフレク
ションデーに関するワーク、秋学期のスケジュールの
説明。 

 

【第 2 回】 チームビルディング＆マシュマロチャレンジ ワークシート① 
【第 3 回】 外部連携先の話を聞く、または外部講師 ワークシート② 
【第 4 回】 リーディング１ 新聞記事を読む ワークシート③ 

【第 5 回】 
リーディング２ リーディングテーマ、または外部連
携先と関連の新聞記事を読む 

ワークシート④ 

【第 6 回】 ライティング１ 作文（自分で文章を書く） ワークシート⑤ 
【第 7 回】 ライティング２ 作文（外部連携先と関連のテーマ） ワークシート⑥ 
【第 8 回】 キャリア１ キャリア教育評価対象 
【第 9 回】 キャリア２ キャリア教育評価対象 
【第 10 回】 ビジネス文書（例文学習） ビジネス文書評価対象 
【第 11 回】 プレゼンテーション１ プレゼンテーション資料作成 
【第 12 回】 プレゼンテーション２ プレゼンテーション資料作成 
【第 13 回】 名刺作り１ ビジネスマナー、名刺作成アプリを学習 
【第 14 回】 
学年発表会 

名刺作り２（または連携先の FW） ビジネスマナー、会社訪問練習 

【第 15 回】 

・学期全体のふりかえり：グループワークと企業研究
のまとめ 
・1 年間の振り返り：何を学んだか記述し、自らの経
験を客観視する。 
・専攻選択エントリーの説明 

総括レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y55 

2.科目名 基礎演習 （1/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、春学期の「初年次セミナー」「学習技術」をふまえ、2 年生以降の専門的な科
目を積極的に学修するために必要なレポート作成のスキルを身につけることが目的です。具
体的には、「説明文型のレポート」と「考察型のレポート」の書き方を学びます。 
また、大学の特徴や課題を発見するためのグループワークをおこない、他者と協働する姿勢
と自分の意見を展開するための力を身につけます。 
さらに、秋学期の学修の振り返りながら、将来に向けた「アクションプラン」をたてるワー
クをおこない、キャリアへの関心を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み立てることができる。 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成することができる。 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析することができる。 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開することができる。 
⑤本格的な説明型レポートと考察型レポートを書けるようになる。 
⑥他者との意見交換や共同での意見発表ができる。 

19.教科書・教材 授業進行に沿ってワークシート、資料などを配布していきます。 
20.参考文献 適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

１．フィールドワークのワークシート、発表（20 点） 
２．説明文型レポートのワークシート（30 点） 
３．考察文型レポートのワークシート（30 点） 
４．キャリア教育のワークシート（または e ポートフォリオ）（10 点） 
５．ふりかえりのワークシート（または e ポートフォリオ）（10 点） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、春
学期の初年次セミナーで学んだことをふりかえる。 

予習：初年次セミナーで作成した課題の読み
直し 

第 2 回 

大学を知るためのフィールドワーク① 
学内の改善場所をみつけることを目的としたフィール
ドワークの準備をおこなう 
 

持参物：ノート PC 
宿題：フィールドワーク（観察）記録をまと
める 

第 3 回 
大学を知るためのフィールドワーク② 
フィールドワークの結果をまとめ、プレゼンテーショ
ン用の資料を作成する。 

持参物：ノート PC 
宿題：プレゼン資料の作成 



第 4 回 
大学を知るためのフィールドワーク３ 
フィールドワークの結果をグループ単位で発表する。 

持参物：ノート PC 
宿題：ふりかえりワークシートの作成 

第 5 回 
説明文型のレポート① 
ソーシャルビジネスの定義を文献引用で説明する 

持参物：ノート PC 
宿題：「用語定義」まで執筆 

第 6 回 説明文型のレポート② 
ソーシャルビジネスの具体例を探す 

持参物：ノート PC 
宿題：具体例の検索 

第 7 回 
説明文型のレポート③ 
具体例の記述→レポート完成 

持参物：ノート PC 
宿題：「具体例」まで執筆 

第 8 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり① 

持参物：ノート PC 
宿題：e ポートフォリオの確認 

第 9 回 
説明文型のレポート④ 
事例の発表 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの加筆・修正 

第 10 回 考察文型のレポート① 
分析型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：ワークシートの記入 

第 11 回 考察型のレポート② 
提案型 ワークシート→グループワーク 

宿題：レポートの執筆 

第 12 回 
考察文型のレポート③ 
反論型・代案型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの執筆 

第 13 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり② 宿題：e ポートフォリオの確認 

第 14 回 
キャリア教育 
将来を見据えた「アクションプラン」を考えよう 宿題：ワークシートの記入 

第 15 回 ふりかえり 
基礎演習のふりかえりと、今後（冬学期）について 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y56 

2.科目名 基礎演習 （2/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、春学期の「初年次セミナー」「学習技術」をふまえ、2 年生以降の専門的な科
目を積極的に学修するために必要なレポート作成のスキルを身につけることが目的です。具
体的には、「説明文型のレポート」と「考察型のレポート」の書き方を学びます。 
また、大学の特徴や課題を発見するためのグループワークをおこない、他者と協働する姿勢
と自分の意見を展開するための力を身につけます。 
さらに、秋学期の学修の振り返りながら、将来に向けた「アクションプラン」をたてるワー
クをおこない、キャリアへの関心を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み立てることができる。 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成することができる。 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析することができる。 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開することができる。 
⑤本格的な説明型レポートと考察型レポートを書けるようになる。 
⑥他者との意見交換や共同での意見発表ができる。 

19.教科書・教材 授業進行に沿ってワークシート、資料などを配布していきます。 
20.参考文献 適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

１．フィールドワークのワークシート、発表（20 点） 
２．説明文型レポートのワークシート（30 点） 
３．考察文型レポートのワークシート（30 点） 
４．キャリア教育のワークシート（または e ポートフォリオ）（10 点） 
５．ふりかえりのワークシート（または e ポートフォリオ）（10 点） 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、春
学期の初年次セミナーで学んだことをふりかえる。 

予習：初年次セミナーで作成した課題の読み
直し 

第 2 回 

大学を知るためのフィールドワーク① 
学内の改善場所をみつけることを目的としたフィール
ドワークの準備をおこなう 
 

持参物：ノート PC 
宿題：フィールドワーク（観察）記録をまと
める 

第 3 回 
大学を知るためのフィールドワーク② 
フィールドワークの結果をまとめ、プレゼンテーショ
ン用の資料を作成する。 

持参物：ノート PC 
宿題：プレゼン資料の作成 

第 4 回 
大学を知るためのフィールドワーク３ 
フィールドワークの結果をグループ単位で発表する。 

持参物：ノート PC 
宿題：ふりかえりワークシートの作成 



第 5 回 
説明文型のレポート① 
ソーシャルビジネスの定義を文献引用で説明する 

持参物：ノート PC 
宿題：「用語定義」まで執筆 

第 6 回 
説明文型のレポート② 
ソーシャルビジネスの具体例を探す 

持参物：ノート PC 
宿題：具体例の検索 

第 7 回 説明文型のレポート③ 
具体例の記述→レポート完成 

持参物：ノート PC 
宿題：「具体例」まで執筆 

第 8 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり① 

持参物：ノート PC 
宿題：e ポートフォリオの確認 

第 9 回 
説明文型のレポート④ 
事例の発表 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの加筆・修正 

第 10 回 
考察文型のレポート① 
分析型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：ワークシートの記入 

第 11 回 考察型のレポート② 
提案型 ワークシート→グループワーク 

宿題：レポートの執筆 

第 12 回 考察文型のレポート③ 
反論型・代案型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの執筆 

第 13 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり② 

宿題：e ポートフォリオの確認 

第 14 回 
キャリア教育 
将来を見据えた「アクションプラン」を考えよう 宿題：ワークシートの記入 

第 15 回 
ふりかえり 
基礎演習のふりかえりと、今後（冬学期）について  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y57 

2.科目名 基礎演習 （3/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、春学期の「初年次セミナー」「学習技術」をふまえ、2 年生以降の専門的な科
目を積極的に学修するために必要なレポート作成のスキルを身につけることが目的です。具
体的には、「説明文型のレポート」と「考察型のレポート」の書き方を学びます。 
また、大学の特徴や課題を発見するためのグループワークをおこない、他者と協働する姿勢
と自分の意見を展開するための力を身につけます。 
さらに、秋学期の学修の振り返りながら、将来に向けた「アクションプラン」をたてるワー
クをおこない、キャリアへの関心を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み立てることができる。 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成することができる。 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析することができる。 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開することができる。 
⑤本格的な説明型レポートと考察型レポートを書けるようになる。 
⑥他者との意見交換や共同での意見発表ができる。 

19.教科書・教材 授業進行に沿ってワークシート、資料などを配布していきます。 
20.参考文献 適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

１．フィールドワークのワークシート、発表（20 点） 
２．説明文型レポートのワークシート（30 点） 
３．考察文型レポートのワークシート（30 点） 
４．キャリア教育のワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
５．ふりかえりのワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点）  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 金曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、春
学期の初年次セミナーで学んだことをふりかえる。 

予習：初年次セミナーで作成した課題の読み
直し 

第 2 回 

大学を知るためのフィールドワーク① 
学内の改善場所をみつけることを目的としたフィール
ドワークの準備をおこなう 
 

持参物：ノート PC 
宿題：フィールドワーク（観察）記録をまと
める 

第 3 回 
大学を知るためのフィールドワーク② 
フィールドワークの結果をまとめ、プレゼンテーショ
ン用の資料を作成する。 

持参物：ノート PC 
宿題：プレゼン資料の作成 

第 4 回 大学を知るためのフィールドワーク３ 持参物：ノート PC 



フィールドワークの結果をグループ単位で発表する。 宿題：ふりかえりワークシートの作成 

第 5 回 説明文型のレポート① 
ソーシャルビジネスの定義を文献引用で説明する 

持参物：ノート PC 
宿題：「用語定義」まで執筆 

第 6 回 
説明文型のレポート② 
ソーシャルビジネスの具体例を探す 

持参物：ノート PC 
宿題：具体例の検索 

第 7 回 
説明文型のレポート③ 
具体例の記述→レポート完成 

持参物：ノート PC 
宿題：「具体例」まで執筆 

第 8 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり① 

持参物：ノート PC 
宿題：e ポートフォリオの確認 

第 9 回 説明文型のレポート④ 
事例の発表 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの加筆・修正 

第 10 回 
考察文型のレポート① 
分析型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：ワークシートの記入 

第 11 回 
考察型のレポート② 
提案型 ワークシート→グループワーク 

宿題：レポートの執筆 

第 12 回 
考察文型のレポート③ 
反論型・代案型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの執筆 

第 13 回 キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり② 

宿題：e ポートフォリオの確認 

第 14 回 キャリア教育 
将来を見据えた「アクションプラン」を考えよう 

宿題：ワークシートの記入 

第 15 回 
ふりかえり 
基礎演習のふりかえりと、今後（冬学期）について 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y58 

2.科目名 基礎演習 （2/2） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、春学期の「初年次セミナー」「学習技術」をふまえ、2 年生以降の専門的な科
目を積極的に学修するために必要なレポート作成のスキルを身につけることが目的です。具
体的には、「説明文型のレポート」と「考察型のレポート」の書き方を学びます。 
また、大学の特徴や課題を発見するためのグループワークをおこない、他者と協働する姿勢
と自分の意見を展開するための力を身につけます。 
さらに、秋学期の学修の振り返りながら、将来に向けた「アクションプラン」をたてるワー
クをおこない、キャリアへの関心を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み立てることができる。 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成することができる。 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析することができる。 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開することができる。 
⑤本格的な説明型レポートと考察型レポートを書けるようになる。 
⑥他者との意見交換や共同での意見発表ができる。 

19.教科書・教材 授業進行に沿ってワークシート、資料などを配布していきます。 
20.参考文献 適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

１．フィールドワークのワークシート、発表（20 点） 
２．説明文型レポートのワークシート（30 点） 
３．考察文型レポートのワークシート（30 点） 
４．キャリア教育のワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
５．ふりかえりのワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、春
学期の初年次セミナーで学んだことをふりかえる。 

予習：初年次セミナーで作成した課題の読み
直し 

第 2 回 

大学を知るためのフィールドワーク① 
学内の改善場所をみつけることを目的としたフィール
ドワークの準備をおこなう 
 

持参物：ノート PC 
宿題：フィールドワーク（観察）記録をまと
める 

第 3 回 
大学を知るためのフィールドワーク② 
フィールドワークの結果をまとめ、プレゼンテーショ
ン用の資料を作成する。 

持参物：ノート PC 
宿題：プレゼン資料の作成 

第 4 回 大学を知るためのフィールドワーク３ 持参物：ノート PC 



フィールドワークの結果をグループ単位で発表する。 宿題：ふりかえりワークシートの作成 

第 5 回 説明文型のレポート① 
ソーシャルビジネスの定義を文献引用で説明する 

持参物：ノート PC 
宿題：「用語定義」まで執筆 

第 6 回 
説明文型のレポート② 
ソーシャルビジネスの具体例を探す 

持参物：ノート PC 
宿題：具体例の検索 

第 7 回 
説明文型のレポート③ 
具体例の記述→レポート完成 

持参物：ノート PC 
宿題：「具体例」まで執筆 

第 8 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり① 

持参物：ノート PC 
宿題：e ポートフォリオの確認 

第 9 回 説明文型のレポート④ 
事例の発表 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの加筆・修正 

第 10 回 
考察文型のレポート① 
分析型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：ワークシートの記入 

第 11 回 
考察型のレポート② 
提案型 ワークシート→グループワーク 

宿題：レポートの執筆 

第 12 回 
考察文型のレポート③ 
反論型・代案型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの執筆 

第 13 回 キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり② 

宿題：e ポートフォリオの確認 

第 14 回 キャリア教育 
将来を見据えた「アクションプラン」を考えよう 

宿題：ワークシートの記入 

第 15 回 
ふりかえり 
基礎演習のふりかえりと、今後（冬学期）について 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y59 

2.科目名 基礎演習 （留） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、春学期の「初年次セミナー」「学習技術」をふまえ、2 年生以降の専門的な科
目を積極的に学修するために必要なレポート作成のスキルを身につけることが目的です。具
体的には、「説明文型のレポート」と「考察型のレポート」の書き方を学びます。 
また、大学の特徴や課題を発見するためのグループワークをおこない、他者と協働する姿勢
と自分の意見を展開するための力を身につけます。 
さらに、秋学期の学修の振り返りながら、将来に向けた「アクションプラン」をたてるワー
クをおこない、キャリアへの関心を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み立てることができる。 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成することができる。 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析することができる。 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開することができる。 
⑤本格的な説明型レポートと考察型レポートを書けるようになる。 
⑥他者との意見交換や共同での意見発表ができる。 

19.教科書・教材 授業進行に沿ってワークシート、資料などを配布していきます。 
20.参考文献 適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

１．フィールドワークのワークシート、発表（20 点） 
２．説明文型レポートのワークシート（30 点） 
３．考察文型レポートのワークシート（30 点） 
４．キャリア教育のワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
５．ふりかえりのワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点）  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 金曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、春
学期の初年次セミナーで学んだことをふりかえる。 

予習：初年次セミナーで作成した課題の読み
直し 

第 2 回 

大学を知るためのフィールドワーク① 
学内の改善場所をみつけることを目的としたフィール
ドワークの準備をおこなう 
 

持参物：ノート PC 
宿題：フィールドワーク（観察）記録をまと
める 

第 3 回 
大学を知るためのフィールドワーク② 
フィールドワークの結果をまとめ、プレゼンテーショ
ン用の資料を作成する。 

持参物：ノート PC 
宿題：プレゼン資料の作成 

第 4 回 大学を知るためのフィールドワーク３ 持参物：ノート PC 



フィールドワークの結果をグループ単位で発表する。 宿題：ふりかえりワークシートの作成 

第 5 回 説明文型のレポート① 
ソーシャルビジネスの定義を文献引用で説明する 

持参物：ノート PC 
宿題：「用語定義」まで執筆 

第 6 回 
説明文型のレポート② 
ソーシャルビジネスの具体例を探す 

持参物：ノート PC 
宿題：具体例の検索 

第 7 回 
説明文型のレポート③ 
具体例の記述→レポート完成 

持参物：ノート PC 
宿題：「具体例」まで執筆 

第 8 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり① 

持参物：ノート PC 
宿題：e ポートフォリオの確認 

第 9 回 説明文型のレポート④ 
事例の発表 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの加筆・修正 

第 10 回 
考察文型のレポート① 
分析型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：ワークシートの記入 

第 11 回 
考察型のレポート② 
提案型 ワークシート→グループワーク 

宿題：レポートの執筆 

第 12 回 
考察文型のレポート③ 
反論型・代案型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの執筆 

第 13 回 キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり② 

宿題：e ポートフォリオの確認 

第 14 回 キャリア教育 
将来を見据えた「アクションプラン」を考えよう 

宿題：ワークシートの記入 

第 15 回 
ふりかえり 
基礎演習のふりかえりと、今後（冬学期）について 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y60 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この演習では、「学習技術」「初年次セミナー」の内容を踏まえ、専門演習（２年ゼミ）をは
じめ、専門教育を積極的に学修するために必要な教養とスキルを養います。また、論理的に
考える力やそれを適切に表現し、人に伝える力を身につけることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学科の科目目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性，問題発見・解決力に該当しま
す。 
○ゼミ形式の授業の中で、学びに関心を持ち、積極的に取り組むことができるようになるこ
とを目指します。 
○ゼミで取り組む活動を通して、体験から問題に気づくようになることを目指します。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ○ＫＵＩＳドリル 
○朝日新聞デジタル 

21.成績評価 

○ラーニング・ルートマップの作成 
    および e ポートフォリオへの記事投稿「2019 年度秋学期の学び」（10％） 
○ベンチマークチェックおよび成⻑確認シートの記入（10％) 
○ビブリオバトル（10％） 
○ライティングに関するワークシート（30％） 
○総括レポート作成および発表（15％) 
○ＫＵＩＳドリルの成果（ステップアップコース・英数国）（15％） 
○その他、キャリア教育等（10％） 
＊総括レポートの締め切りは最終回 月  日 
＊e ポートフォリオへの記事投稿「2021 年度秋学期の学び」は、「評価と実 

22.コメント 今後，日程や内容が若干変更になる場合があります。 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー：木曜 4 限 
センターオフィスアワー:水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

○オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等
の説明） 
○ワーク：履修登録の確認 
○ワーク：ベンチマークチェックおよび成⻑確認シー
トの記入 
 

持参物 
 ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ資料一式 
 ノートＰＣ 
 

第 2 回 ・メデイアライブラリの利用について 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 3 回 
・学修フローチャートについて 
・ラーニング・ルートマップの作成  
 

持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 



第 4 回 ・SPSS 設定会 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 5 回 
・Project based Learning① 趣旨の説明とグループ
分け 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 6 回 
・Project based Learning② グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 7 回 
・Project based Learning③ グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 8 回 ・Project based Learning④ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 9 回 
・Project based Learning⑤ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 10 回 
・Project based Learning⑥ グループで収集した内
容の整理と発表準備 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 11 回 
・キャリア教育① 
インタビュー１ 

提出物：ワークシート 
教室外学習：インタビューまとめ作成 

第 12 回 ・キャリア教育② 
共通マナー講座 

提出物：ワークシート 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 13 回 ・Project based Learning⑥ ゼミ内発表 
持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 14 回 
・Project based Learning⑥ ゼミ代表発表 合同ゼ
ミ 

持参物：ノートＰＣ 
提出物：ワークシート 
教室外学習：総括レポートの作成（120 分） 

第 15 回 
○ワーク：２年ゼミ（専門演習Ⅰ・Ⅱ）エントリーシ
ート作成 
○講義：授業のふりかえりとまとめ 

持参物：ノートＰＣ 
 ２年ゼミガイダンス資料 
提出物：総括レポート・KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y61 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この演習では、「学習技術」「初年次セミナー」の内容を踏まえ、専門演習（２年ゼミ）をは
じめ、専門教育を積極的に学修するために必要な教養とスキルを養います。また、論理的に
考える力やそれを適切に表現し、人に伝える力を身につけることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学科の科目目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性，問題発見・解決力に該当しま
す。 
○ゼミ形式の授業の中で、学びに関心を持ち、積極的に取り組むことができるようになるこ
とを目指します。 
○ゼミで取り組む活動を通して、体験から問題に気づくようになることを目指します。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ○ＫＵＩＳドリル 
○朝日新聞デジタル 

21.成績評価 

○ラーニング・ルートマップの作成 
    および e ポートフォリオへの記事投稿「2019 年度秋学期の学び」（10％） 
○ベンチマークチェックおよび成⻑確認シートの記入（10％) 
○ 
○ライティングに関するワークシート（30％） 
○総括レポート作成および発表（15％) 
○ＫＵＩＳドリルの成果（ステップアップコース・英数国）（15％） 
○その他、キャリア教育等（10％） 
＊総括レポートの締め切りは最終回 月  日 
＊e ポートフォリオへの記事投稿「2021 年度秋学期の学び」は、「評価と実践Ⅰ」 
  で同様のレポ 

22.コメント 今後，日程や内容が若干変更になる場合があります。 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー： 曜 限 
センターオフィスアワー: 曜 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

○オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等
の説明） 
○ワーク：履修登録の確認 
○ワーク：ベンチマークチェックおよび成⻑確認シー
トの記入 
 

持参物 
 ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ資料一式 
 ノートＰＣ 
 

第 2 回 ・メデイアライブラリの利用について 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 3 回 
・学修フローチャートについて 
・ラーニング・ルートマップの作成  

持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 



 教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 4 回 ・SPSS 設定会 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 5 回 ・Project based Learning① 趣旨の説明とグループ
分け 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 6 回 
・Project based Learning② グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 7 回 
・Project based Learning③ グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 8 回 
・Project based Learning④ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 9 回 ・Project based Learning⑤ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 10 回 ・Project based Learning⑥ グループで収集した内
容の整理と発表準備 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 11 回 
・キャリア教育① 
インタビュー１ 

提出物：ワークシート 
教室外学習：インタビューまとめ作成 

第 12 回 
・キャリア教育② 
共通マナー講座 

提出物：ワークシート 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 13 回 ・Project based Learning⑥ ゼミ内発表 
持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 14 回 
・Project based Learning⑥ ゼミ代表発表 合同ゼ
ミ 

持参物：ノートＰＣ 
提出物：ワークシート 
教室外学習：総括レポートの作成（120 分） 

第 15 回 
○ワーク：２年ゼミ（専門演習Ⅰ・Ⅱ）エントリーシ
ート作成 
○講義：授業のふりかえりとまとめ 

持参物：ノートＰＣ 
 ２年ゼミガイダンス資料 
提出物：総括レポート・KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y62 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この演習では、「学習技術」「初年次セミナー」の内容を踏まえ、専門演習（２年ゼミ）をは
じめ、専門教育を積極的に学修するために必要な教養とスキルを養います。また、論理的に
考える力やそれを適切に表現し、人に伝える力を身につけることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学科の科目目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性，問題発見・解決力に該当しま
す。 
○ゼミ形式の授業の中で、学びに関心を持ち、積極的に取り組むことができるようになるこ
とを目指します。 
○ゼミで取り組む活動を通して、体験から問題に気づくようになることを目指します。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ○ＫＵＩＳドリル 
○朝日新聞デジタル 

21.成績評価 

○ラーニング・ルートマップの作成 
    および e ポートフォリオへの記事投稿「2019 年度秋学期の学び」（10％） 
○ベンチマークチェックおよび成⻑確認シートの記入（10％) 
○ビブリオバトル（10％） 
○ライティングに関するワークシート（30％） 
○総括レポート作成および発表（15％) 
○ＫＵＩＳドリルの成果（ステップアップコース・英数国）（15％） 
○その他、キャリア教育等（10％） 
＊総括レポートの締め切りは最終回 月  日 
＊e ポートフォリオへの記事投稿「2021 年度秋学期の学び」は、「評価と実 

22.コメント 今後，日程や内容が若干変更になる場合があります。 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー： 曜 限 
センターオフィスアワー: 曜 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

○オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等
の説明） 
○ワーク：履修登録の確認 
○ワーク：ベンチマークチェックおよび成⻑確認シー
トの記入 
 

持参物 
 ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ資料一式 
 ノートＰＣ 
 

第 2 回 ・メデイアライブラリの利用について 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 3 回 
・学修フローチャートについて 
・ラーニング・ルートマップの作成  
 

持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 



第 4 回 ・SPSS 設定会 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 5 回 
・Project based Learning① 趣旨の説明とグループ
分け 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 6 回 
・Project based Learning② グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 7 回 
・Project based Learning③ グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 8 回 ・Project based Learning④ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 9 回 
・Project based Learning⑤ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 10 回 
・Project based Learning⑥ グループで収集した内
容の整理と発表準備 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 11 回 
・キャリア教育① 
インタビュー１ 

提出物：ワークシート 
教室外学習：インタビューまとめ作成 

第 12 回 ・キャリア教育② 
共通マナー講座 

提出物：ワークシート 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 13 回 ・Project based Learning⑥ ゼミ内発表 
持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 14 回 
・Project based Learning⑥ ゼミ代表発表 合同ゼ
ミ 

持参物：ノートＰＣ 
提出物：ワークシート 
教室外学習：総括レポートの作成（120 分） 

第 15 回 
○ワーク：２年ゼミ（専門演習Ⅰ・Ⅱ）エントリーシ
ート作成 
○講義：授業のふりかえりとまとめ 

持参物：ノートＰＣ 
 ２年ゼミガイダンス資料 
提出物：総括レポート・KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y63 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この演習では、「学習技術」「初年次セミナー」の内容を踏まえ、専門演習（２年ゼミ）をは
じめ、専門教育を積極的に学修するために必要な教養とスキルを養います。また、論理的に
考える力やそれを適切に表現し、人に伝える力を身につけることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学科の科目目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性，問題発見・解決力に該当しま
す。 
○ゼミ形式の授業の中で、学びに関心を持ち、積極的に取り組むことができるようになるこ
とを目指します。 
○ゼミで取り組む活動を通して、体験から問題に気づくようになることを目指します。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ○ＫＵＩＳドリル 
○朝日新聞デジタル 

21.成績評価 

○ラーニング・ルートマップの作成 
    および e ポートフォリオへの記事投稿「2019 年度秋学期の学び」（10％） 
○ベンチマークチェックおよび成⻑確認シートの記入（10％) 
○ビブリオバトル（10％） 
○ライティングに関するワークシート（30％） 
○総括レポート作成および発表（15％) 
○ＫＵＩＳドリルの成果（ステップアップコース・英数国）（15％） 
○その他、キャリア教育等（10％） 
＊総括レポートの締め切りは最終回 月  日 
＊e ポートフォリオへの記事投稿「2021 年度秋学期の学び」は、「評価と実 

22.コメント 今後，日程や内容が若干変更になる場合があります。 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー： 曜 限 
センターオフィスアワー: 曜 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

○オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等
の説明） 
○ワーク：履修登録の確認 
○ワーク：ベンチマークチェックおよび成⻑確認シー
トの記入 
 

持参物 
 ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ資料一式 
 ノートＰＣ 
 

第 2 回 ・メデイアライブラリの利用について 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 3 回 
・学修フローチャートについて 
・ラーニング・ルートマップの作成  
 

持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 



第 4 回 ・SPSS 設定会 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 5 回 
・Project based Learning① 趣旨の説明とグループ
分け 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 6 回 
・Project based Learning② グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 7 回 
・Project based Learning③ グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 8 回 ・Project based Learning④ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 9 回 
・Project based Learning⑤ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 10 回 
・Project based Learning⑥ グループで収集した内
容の整理と発表準備 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 11 回 
・キャリア教育① 
インタビュー１ 

提出物：ワークシート 
教室外学習：インタビューまとめ作成 

第 12 回 ・キャリア教育② 
共通マナー講座 

提出物：ワークシート 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 13 回 ・Project based Learning⑥ ゼミ内発表 
持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 14 回 
・Project based Learning⑥ ゼミ代表発表 合同ゼ
ミ 

持参物：ノートＰＣ 
提出物：ワークシート 
教室外学習：総括レポートの作成（120 分） 

第 15 回 
○ワーク：２年ゼミ（専門演習Ⅰ・Ⅱ）エントリーシ
ート作成 
○講義：授業のふりかえりとまとめ 

持参物：ノートＰＣ 
 ２年ゼミガイダンス資料 
提出物：総括レポート・KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y64 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この演習では、「学習技術」「初年次セミナー」の内容を踏まえ、専門演習（２年ゼミ）をは
じめ、専門教育を積極的に学修するために必要な教養とスキルを養います。また、論理的に
考える力やそれを適切に表現し、人に伝える力を身につけることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学科の科目目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性，問題発見・解決力に該当しま
す。 
○ゼミ形式の授業の中で、学びに関心を持ち、積極的に取り組むことができるようになるこ
とを目指します。 
○ゼミで取り組む活動を通して、体験から問題に気づくようになることを目指します。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ○ＫＵＩＳドリル 
○朝日新聞デジタル 

21.成績評価 

○ラーニング・ルートマップの作成 
    および e ポートフォリオへの記事投稿「2019 年度秋学期の学び」（10％） 
○ベンチマークチェックおよび成⻑確認シートの記入（10％) 
○ビブリオバトル（10％） 
○ライティングに関するワークシート（30％） 
○総括レポート作成および発表（15％) 
○ＫＵＩＳドリルの成果（ステップアップコース・英数国）（15％） 
○その他、キャリア教育等（10％） 
＊総括レポートの締め切りは最終回 月  日 
＊e ポートフォリオへの記事投稿「2021 年度秋学期の学び」は、「評価と実 

22.コメント 今後，日程や内容が若干変更になる場合があります。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
センターオフィスアワー:水曜 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

○オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等
の説明） 
○ワーク：履修登録の確認 
○ワーク：ベンチマークチェックおよび成⻑確認シー
トの記入 
 

持参物 
 ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ資料一式 
 ノートＰＣ 
 

第 2 回 ・メデイアライブラリの利用について 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 3 回 
・学修フローチャートについて 
・ラーニング・ルートマップの作成  
 

持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 



第 4 回 ・SPSS 設定会 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 5 回 
・Project based Learning① 趣旨の説明とグループ
分け 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 6 回 
・Project based Learning② グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 7 回 
・Project based Learning③ グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 8 回 ・Project based Learning④ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 9 回 
・Project based Learning⑤ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 10 回 
・Project based Learning⑥ グループで収集した内
容の整理と発表準備 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 11 回 
・キャリア教育① 
インタビュー１ 

提出物：ワークシート 
教室外学習：インタビューまとめ作成 

第 12 回 ・キャリア教育② 
共通マナー講座 

提出物：ワークシート 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 13 回 ・Project based Learning⑥ ゼミ内発表 
持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 14 回 
・Project based Learning⑥ ゼミ代表発表 合同ゼ
ミ 

持参物：ノートＰＣ 
提出物：ワークシート 
教室外学習：総括レポートの作成（120 分） 

第 15 回 
○ワーク：２年ゼミ（専門演習Ⅰ・Ⅱ）エントリーシ
ート作成 
○講義：授業のふりかえりとまとめ 

持参物：ノートＰＣ 
 ２年ゼミガイダンス資料 
提出物：総括レポート・KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y65 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本喜晴 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この演習では、「学習技術」「初年次セミナー」の内容を踏まえ、専門演習（２年ゼミ）をは
じめ、専門教育を積極的に学修するために必要な教養とスキルを養います。また、論理的に
考える力やそれを適切に表現し、人に伝える力を身につけることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学科の科目目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性，問題発見・解決力に該当しま
す。 
○ゼミ形式の授業の中で、学びに関心を持ち、積極的に取り組むことができるようになるこ
とを目指します。 
○ゼミで取り組む活動を通して、体験から問題に気づくようになることを目指します。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ○ＫＵＩＳドリル 
○朝日新聞デジタル 

21.成績評価 

○ラーニング・ルートマップの作成 
    および e ポートフォリオへの記事投稿「2019 年度秋学期の学び」（10％） 
○ベンチマークチェックおよび成⻑確認シートの記入（10％) 
○ビブリオバトル（10％） 
○ライティングに関するワークシート（30％） 
○総括レポート作成および発表（15％) 
○ＫＵＩＳドリルの成果（ステップアップコース・英数国）（15％） 
○その他、キャリア教育等（10％） 
＊総括レポートの締め切りは最終回 月  日 
＊e ポートフォリオへの記事投稿「2021 年度秋学期の学び」は、「評価と実 

22.コメント 今後，日程や内容が若干変更になる場合があります。 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー： 曜 限 
センターオフィスアワー: 曜 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

○オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等
の説明） 
○ワーク：履修登録の確認 
○ワーク：ベンチマークチェックおよび成⻑確認シー
トの記入 
 

持参物 
 ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ資料一式 
 ノートＰＣ 
 

第 2 回 ・メデイアライブラリの利用について 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 3 回 
・学修フローチャートについて 
・ラーニング・ルートマップの作成  
 

持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 



第 4 回 ・SPSS 設定会 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 5 回 
・Project based Learning① 趣旨の説明とグループ
分け 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 6 回 
・Project based Learning② グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 7 回 
・Project based Learning③ グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 8 回 ・Project based Learning④ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 9 回 
・Project based Learning⑤ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 10 回 
・Project based Learning⑥ グループで収集した内
容の整理と発表準備 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 11 回 
・キャリア教育① 
インタビュー１ 

提出物：ワークシート 
教室外学習：インタビューまとめ作成 

第 12 回 ・キャリア教育② 
共通マナー講座 

提出物：ワークシート 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 13 回 ・Project based Learning⑥ ゼミ内発表 
持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 14 回 
・Project based Learning⑥ ゼミ代表発表 合同ゼ
ミ 

持参物：ノートＰＣ 
提出物：ワークシート 
教室外学習：総括レポートの作成（120 分） 

第 15 回 
○ワーク：２年ゼミ（専門演習Ⅰ・Ⅱ）エントリーシ
ート作成 
○講義：授業のふりかえりとまとめ 

持参物：ノートＰＣ 
 ２年ゼミガイダンス資料 
提出物：総括レポート・KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE102-
Y66 

2.科目名 基礎演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この演習では、「学習技術」「初年次セミナー」の内容を踏まえ、専門演習（２年ゼミ）をは
じめ、専門教育を積極的に学修するために必要な教養とスキルを養います。また、論理的に
考える力やそれを適切に表現し、人に伝える力を身につけることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学科の科目目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性，問題発見・解決力に該当しま
す。 
○ゼミ形式の授業の中で、学びに関心を持ち、積極的に取り組むことができるようになるこ
とを目指します。 
○ゼミで取り組む活動を通して、体験から問題に気づくようになることを目指します。 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ○ＫＵＩＳドリル 
○朝日新聞デジタル 

21.成績評価 

○ラーニング・ルートマップの作成 
    および e ポートフォリオへの記事投稿「2022 年度秋学期の学び」（10％） 
○ベンチマークチェックおよび成⻑確認シートの記入（10％) 
○ビブリオバトル（10％） 
○ライティングに関するワークシート（30％） 
○総括レポート作成および発表（15％) 
○ＫＵＩＳドリルの成果（ステップアップコース・英数国）（15％） 
○その他、キャリア教育等（10％） 
＊総括レポートの締め切りは最終回 月  日 
＊e ポートフォリオへの記事投稿「2022 年度秋学期の学び」は、「評価と実 

22.コメント 今後，日程や内容が若干変更になる場合があります。 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー：水曜 3 限 
センターオフィスアワー:⽕曜 5 限（センタープログラム） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

○オリエンテーション（授業の内容と進め方、評価等
の説明） 
○ワーク：履修登録の確認 
○ワーク：ベンチマークチェックおよび成⻑確認シー
トの記入 
 

持参物 
 ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ資料一式 
 ノートＰＣ 
 

第 2 回 ・メデイアライブラリの利用について 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 3 回 
・学修フローチャートについて 
・ラーニング・ルートマップの作成  
 

持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 



第 4 回 ・SPSS 設定会 
持参物：ノート PC 
持参物：学習技術教科書「知へのステップ」 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 5 回 
・Project based Learning① 趣旨の説明とグループ
分け 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 6 回 
・Project based Learning② グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 7 回 
・Project based Learning③ グループで資料集め
（神⼾山手地区の問題を探る）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 8 回 ・Project based Learning④ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）① 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 9 回 
・Project based Learning⑤ グループで現地確認
（神⼾山手地区の現地を訪問する）② 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 10 回 
・Project based Learning⑥ グループで収集した内
容の整理と発表準備 

持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 11 回 
・キャリア教育① 
インタビュー１ 

提出物：ワークシート 
教室外学習：インタビューまとめ作成 

第 12 回 ・キャリア教育② 
共通マナー講座 

提出物：ワークシート 
教室外学習：ワークシートの記入（60 分） 

第 13 回 ・Project based Learning⑥ ゼミ内発表 
持参物：ノート PC 
提出物：ワークシート 

第 14 回 
・Project based Learning⑥ ゼミ代表発表 合同ゼ
ミ 

持参物：ノートＰＣ 
提出物：ワークシート 
教室外学習：総括レポートの作成（120 分） 

第 15 回 
○ワーク：２年ゼミ（専門演習Ⅰ・Ⅱ）エントリーシ
ート作成 
○講義：授業のふりかえりとまとめ 

持参物：ノートＰＣ 
 ２年ゼミガイダンス資料 
提出物：総括レポート・KUIS ドリル 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A51 

2.科目名 学習技術 (留) 1/2 3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 
16.履修制限 留学生のためのクラスです 

17.授業の目的と概要 

この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行うもの
とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学生としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテー 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥1,800 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 
「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学生にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜日 4 時間目 
センターオフィスアワー：金曜日 昼休み（山手キャンパス） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
4/8 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を



記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/15 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/22 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/29 
※平常授業 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
5/6 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
5/13 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 



【第 7 回】
5/20 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/27 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
6/3 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
6/10 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
6/17 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 12 回】
6/24 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
7/1 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
7/8 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
7/15 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A52 

2.科目名 学習技術 (留) 2/2 3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 
16.履修制限 留学生のためのクラスです 

17.授業の目的と概要 

この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行うもの
とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学生としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテー 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥1,800 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 
「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学生にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜日 4 時間目 
センターオフィスアワー：金曜日 昼休み（山手キャンパス） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
4/8 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を



記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/15 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/22 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/29 
※平常授業 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
5/6 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
5/13 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 



【第 7 回】
5/20 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/27 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
6/3 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
6/10 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
6/17 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 12 回】
6/24 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
7/1 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
7/8 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
7/15 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A81 

2.科目名 学習技術 (再) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上村和美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
ZOOM で開講予定。再履修者のみ履修可能（全学部対象：どのキャンパス所属の学生でも履
修可能）。授業には「知へのステップ」を持参すること。持っていない学生は、初回授業で
購入すること（1,600 円）。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行うもの
とします。この授業は集中講義形式で開講します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
この授業では、大学生としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーシ 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-487424789 
※教科書を持っていない場合は、初回授業で￥1,600 を忘れずに持参し、科目担当者から購
入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

■ワークシート：40％  
■小課題：10％ 第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出す
る。 
■最終課題：50％ 本シラバスの[13.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこ
と。 

22.コメント ※授業日時の詳細は、冬学期の時間割で確認してください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
◇第 1 日目  
【第 1 回】 
※授業日時

ガイダンスおよび講義を聴いてノート・テイキング＜
テキスト第２章＞ 
・授業のねらいと運用についての説明 

★事前調査 



の詳細は、
冬学期の時
間割で確認
してくださ
い。 

・事前調査の実施 
・講義ノートをとる技術 

【第 2 回】 
概要・要点を読みとる＜テキスト第３章＞ 
・文献を読む技術  

【第 3 回】 
要約から感想・意見を書く＜テキスト第４章＞ 
・文献の内容の要約や自分の意見をまとめる技術 
・最終課題についての説明 

 

◇２日目 
【第 4 回】 

情報収集(1)(2)＜テキスト第５・６章＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 
・最終課題ワークシートの提出 

★最終課題ワークシート 

【第 5 回】 
情報収集(3) 
・図書館にて資料収集の実習 

 

【第 6 回】 
情報収集(4) ・情報の整理＜テキスト第７章＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（MS-Excel を使用） 

 

【第 7 回】 
レポートを書く(1)＜テキスト第８章＞ 
・レポート・論文執筆のための基礎的技術 

 

◇3 日目 
【第 8 回】 

レポートを書く(2)＜テキスト第８章＞ 
・注、引用などの論文作法 

 

【第 9 回】 
わかりやすい表現(1)＜テキスト第９章＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

 

◇４日目 
【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章＞ 
・わかりやすい表現技術の実践  

【第 11 回】 
パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

 

【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

★小課題の提出 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１・
１２章＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

 

◇5 日目 
【第 14 回】 

最終課題に関する個別指導 
・各自の最終課題（レポート）作成を行う 

 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・これまでの授業のまとめ 
・事後調査の実施 
・授業アンケートの実施 
・各自のレポート課題を作成する 

★事後調査 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y51 

2.科目名 学習技術 （留） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE103-701）または冬学期（FYE103-841）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

 この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎
的な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」
「伝える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきま
す。最終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標で
す。 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行うもの
とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学生としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテー 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN：978-4-87424-789-1 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[13.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学生にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 



・テキストおよび専用ファイルの販売 ○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】 
 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】 
 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】 
概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】 
 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 7 回】 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】 
 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】 
わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y52 

2.科目名 学習技術 （留） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行うもの
とします。この授業は春学期の前半に週２回で開講する形式となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学生としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテー 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 
「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学生にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
4/11 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認



する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 



○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y53 

2.科目名 学習技術 （留） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
心理学科 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 
再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行うもの
とします。この授業は春学期の前半に週２回で開講する形式となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学生としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテー 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 
「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学生にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】
4/11 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作



成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GEO102-
Y51 

2.科目名 人文地理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 水谷彰伸 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
「地理学」を履修，または中等教育レベル
の自然環境･地形図の知識を習得している
こと。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(対面) 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地理学の研究対象は人文現象と自然現象とに大別されるが，そのうち前者を扱うのが人文地
理学である。本講義ではとくに人間の居住行動に関わる村落･都市の立地や人口の問題，そ
して人間が営む経済活動である農牧業･工業･商業の展開を扱う。ただし地域ごとでの現象や
状態の違いを知ることでなくそうした違いを生み出すメカニズムを理解することが目的であ
り，経済活動に関する理論(立地論)を取り上げて具体的事例を提示することで地理学的視点
から諸現象を読み解いていきたい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①中学校社会科の指導にあたり必要な知識と理論を習得する。 
②人文地理学の知識を通して現代社会におけるものの見方や考え方を養う。 
③地理的現象の成り立ちを把握して身近な経済･社会現象についての理解を深める。 

19.教科書・教材 
適宜参考プリントを配布する。 
授業内作業で定規を使用するので携帯してほしい。 

20.参考文献 

田林明･浅川俊夫･榎本康司･久保純子『最新世界地図』東京書籍 ※他の高校地理学習用地
図帳でも可 
浮田典良(1995)『地理学入門─マルティ･スケール･ジオグラフィー─』大明堂 
山岡信幸(2005)『忘れてしまった高校の地理を復習する本』中経出版 
※上記に加えて，自宅周辺や通学途中の車窓など，身近な風景がすべて参考教材である。 

21.成績評価 
総括試験 50％･小テスト(各章終了後に実施)35％･課題等 15％とする。 
※学習内容の復習･実践および地理的現象の具体的把握のための課題を主に授業時間内に適
宜課す。 

22.コメント 
教員資格取得を目標とする者はとくにその自覚を持って講義に臨むこと。 
履修者の意向によっては任意参加の学外巡検(エクスカーション)も実施したい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，受講生からの質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 オリエンテーション 
Ⅰ 地理学と人文地理学 地理学の目的と理論 

復習：ノート整理 

第２回 Ⅱ 集落の展開 (1)村落の立地と展開 復習：ノート整理･地名確認 
第３回 Ⅱ 集落の展開 (2)都市の立地と展開 復習：ノート整理･地名確認 
第４回 Ⅱ 集落の展開 (3)都市圏の構造と都市化の問題 復習：ノート整理･地名確認 

第５回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (1)第３次産業と中心地理
論 

復習：ノート整理･地名確認 

第６回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (2)商業立地と購買行動 復習：ノート整理･地名確認 
第７回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (3)人口動向とその背景 復習：ノート整理･地名確認 
第８回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (4)日本の人口分布 復習：ノート整理･地名確認 
第９回 Ⅳ 農牧業の展開 (1)農牧業の立地条件 復習：ノート整理･地名確認 
第 10 回 Ⅳ 農牧業の展開 (2)農牧業生産と食文化・農牧業の 復習：ノート整理･地名確認 



地域区分(1) 
第 11 回 Ⅳ 農牧業の展開 (3)農牧業の地域区分(2) 復習：ノート整理･地名確認 
第 12 回 Ⅴ 工業の展開 (1)工業の立地条件 復習：ノート整理･地名確認 
第 13 回 Ⅴ 工業の展開 (2)工業の立地類型 復習：ノート整理･地名確認 
第 14 回 Ⅴ 工業の展開 (3)日本の工業発展と工業地域 復習：ノート整理･地名確認 
第 15 回 総括試験 復習：試験内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GEO102-
m51 

2.科目名 人文地理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 水谷彰伸 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
「地理学」を履修，または中等教育レベル
の自然環境･地形図の知識を習得している
こと。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(リモート) 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地理学の研究対象は人文現象と自然現象とに大別されるが，そのうち前者を扱うのが人文地
理学である。本講義ではとくに人間の居住行動に関わる村落･都市の立地や人口の問題，そ
して人間が営む経済活動である農牧業･工業･商業の展開を扱う。ただし地域ごとでの現象や
状態の違いを知ることでなくそうした違いを生み出すメカニズムを理解することが目的であ
り，経済活動に関する理論(立地論)を取り上げて具体的事例を提示することで地理学的視点
から諸現象を読み解いていきたい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①中学校社会科の指導にあたり必要な知識と理論を習得する。 
②人文地理学の知識を通して現代社会におけるものの見方や考え方を養う。 
③地理的現象の成り立ちを把握して身近な経済･社会現象についての理解を深める。 

19.教科書・教材 
適宜参考プリントを配布する。 
授業内作業で定規を使用するので携帯してほしい。 

20.参考文献 

田林明･浅川俊夫･榎本康司･久保純子『最新世界地図』東京書籍 ※他の高校地理学習用地
図帳でも可 
浮田典良(1995)『地理学入門─マルティ･スケール･ジオグラフィー─』大明堂 
山岡信幸(2005)『忘れてしまった高校の地理を復習する本』中経出版 
※上記に加えて，自宅周辺や通学途中の車窓など，身近な風景がすべて参考教材である。 

21.成績評価 
総括試験 50％･小テスト(各章終了後に実施)35％･課題等 15％とする。 
※学習内容の復習･実践および地理的現象の具体的把握のための課題を主に授業時間内に適
宜課す。 

22.コメント 
教員資格取得を目標とする者はとくにその自覚を持って講義に臨むこと。 
履修者の意向によっては任意参加の学外巡検(エクスカーション)も実施したい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，受講生からの質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 オリエンテーション 
Ⅰ 地理学と人文地理学 地理学の目的と理論 

復習：ノート整理 

第２回 Ⅱ 集落の展開 (1)村落の立地と展開 復習：ノート整理･地名確認 
第３回 Ⅱ 集落の展開 (2)都市の立地と展開 復習：ノート整理･地名確認 
第４回 Ⅱ 集落の展開 (3)都市圏の構造と都市化の問題 復習：ノート整理･地名確認 

第５回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (1)第３次産業と中心地理
論 

復習：ノート整理･地名確認 

第６回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (2)商業立地と購買行動 復習：ノート整理･地名確認 
第７回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (3)人口動向とその背景 復習：ノート整理･地名確認 
第８回 Ⅲ 第３次産業と現代社会 (4)日本の人口分布 復習：ノート整理･地名確認 
第９回 Ⅳ 農牧業の展開 (1)農牧業の立地条件 復習：ノート整理･地名確認 
第 10 回 Ⅳ 農牧業の展開 (2)農牧業生産と食文化・農牧業の 復習：ノート整理･地名確認 



地域区分(1) 
第 11 回 Ⅳ 農牧業の展開 (3)農牧業の地域区分(2) 復習：ノート整理･地名確認 
第 12 回 Ⅴ 工業の展開 (1)工業の立地条件 復習：ノート整理･地名確認 
第 13 回 Ⅴ 工業の展開 (2)工業の立地類型 復習：ノート整理･地名確認 
第 14 回 Ⅴ 工業の展開 (3)日本の工業発展と工業地域 復習：ノート整理･地名確認 
第 15 回 総括試験 復習：試験内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB102-
Y51 

2.科目名 異文化理解 全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 フィゴーニ啓子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年生~ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 lecture 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

This course aims to foster cross-cultural understanding by observing what culture is, 
identifying aspects of cultural diversity, researching the surface culture and deep culture 
of English-speaking countries, and appreciating people and cultures in other countries 
through discussion, and interaction with 
 international students. 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

You can... 
1. observe and identify what culture and cultural diversity are.   
2. understand the society, cultures and communication styles of English-speaking 
countries 
3. appreciate people and cultures in other countries. 
4. identify the important attit 

19.教科書・教材 What Do You Mean? (Kinseido)  K.Yashiro, C.Ikeguchi, R.Sakamoto 
20.参考文献 to be announced in class 

21.成績評価 

試験（小テスト、エッセイ）：40％  平常点（課題、レポート提出) : 60％ 
＊毎授業 WebClass で、授業の復習、教科書に関する小テストをする。 
＊毎授業の課題（in-class report)やホームワークレポートが未提出の場合は、 
 平常点から−５％ずつ引かれる。 
＊毎授業の課題(in-class report)は、各 10 点満点で評価する。 
＊英語圏の国々のリサーチレポートは 10 点満点で評価する。 
 提出期限に間に合わなかったレポートは受理しない。 
 

22.コメント 

１．毎授業、B5 サイズルースリーフ、コンピューターを持参すること。 
２．コロナ等の諸事情で急遽オンラインになった場合は、WebClass で  
  連絡事項を確認し、Zoom でオンライン授業に参加すること。 
３．体調不良等で出席停止になった場合は、速やかにメールで連絡を入れること。 
４．公欠者は、公欠した日の小テストを 14 週目で受けること。また、公欠した 
  回数の課題レポートを提出すること。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室または講師控室にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Orientation: 
    Self-Introduction, syllabus, class rules, etc 
1. What is culture?  "Surface culture and Deep 
culture" 
    "Culture Shock"   Discussion 
 

Homework: 
Review Week1 class and  
 prepare for Quiz 1 
?Bring the textbook 

Week 2 2. What is culture?  " Surface culture vs. Deep Homework: 



culture" 
       Quiz 1 
       Review "Culture Shock" 
       Text  Unit 1 The Japanese Bow 
       Lecture, pair/group discussion 
       Writing in-class reports 
 

  Research "U.S.A." and 
  study for Quiz 2 

Week 3 

3. What is culture ?     "High Context Culture vs 
Low Context Culture" 
      Quiz 2 
      Text Unit 2 Smiles 
      Lecture, pair/group discussion 
      Writing in-class reports 
 

Homework: 
 Research "Canada" and 
 study for Quiz 3 
Reading: Ping-pong vs Bowling 
conversation style 

Week 4 

4. Communication Styles:  "Small Talk" 
    Quiz 3 
    Text Unit 3  Eye Contact 
    lecture, discussion 
    Writing  in-class report 
 

Homework: 
  Research "UK"  and 
  study for Quiz 4 

Week 5 

5. Communication Styles:  “Politeness” (formality / 
informality) 
       Quiz 4 
       Text U4 Touching Behavior 
       Lecture, group discussion 
       Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Research "Australia" 
  and study for Quiz 5 

Week 6 

6. Communication Styles :  Proverbs,  Idioms, 
Comparing, U14 
     Quiz 5 
     Text Unit 5  Hand Gestures 
     Lecture, group discussion 
     Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Research New Zealand  
  and study for Quiz 6 

Week 7 

7. Communication Styles : Nonverbal 
communication 
       Quiz 6 
       Text Unit 6 Body Movements 
       Lecture, group discussion, pair activities 
       Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Study for Quiz 7 
?Submit the research  
 assignment (5 English  
   speaking countries) 

Week 8 

8. Communication Styles :  "Nonverbal 
communication" 
       Quiz 7  
       Text  Unit 7  Space 
       Review 5 English speaking countries 
       Lecture, pair discussion 
       In-class report 

Homework: 
  Review nonverbal communication 



 

Week 9 

9. Cultural Stereotypes 1 : Generalization and 
Stereotype 
       Quiz 8 
       Text  Unit 8  Same Words Different 
Meanings 
       Lecture, pair/group discussion 
       Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Study for Quiz 8 

Week 10 

10. Cultural Stereotypes 2 : Stereotype, Prejudice, 
Discrimination 
      Quiz 9 
   
      Text  Unit 9  Intonation 
      Lecture, discussion 
      Writing in-class report 
 

Homework:  
  Study for Quiz 9 

Week 11 

11. Political Correctness  
       Quiz 10 
       Text U10  Succinct or Elaborate 
        Lecture, pair/group discussion 
        Writing in-class reports 
 

Homework: 
Study for Quiz 10 

Week 12 

12.  Globalization and Global Citizen 
       Quiz 11 
       Text Unit 11  Personal or Contextual 
       Pair/group discussion 
       In-class report 
 

Homework: 
 Study for Quiz "5 English speaking 
countries" 

Week 13 

13. Holiday seasons: events and rituals 
      Quiz 12 
      Text Unit 12  Goal or Process Oriented 
      Pair/group discussion 
      In-class report 
 

Homework: 
 Preparation for essay exam 

Week 14 

14.  Essay exam 
        Bring all the in-class reports and your 
dictionary. 
          No phone or PC allowed. 
          
 

 

Week 15 

Consolidation 
   Essay exam review 
   Writing reflection paper 
   Grade evaluation 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB102-
Y52 

2.科目名 異文化理解 3.単位数 2 

4.授業担当教員 宗田好史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 回生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 ありません。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

異文化理解を学び、異文化を楽しむ、そして文化のはざまを埋めるコミュケーションを学び
ます。 
国際コミュニケーションをする上で化の違いがどう影響するかを学びます。ここでいう文化
とは生活スタイルのこと、もちろんその背景に価値観があり、宗教など様々な違いが関わっ
てきます。世界にはいろいろな価値観持った人がいます。 
今の様にグローバル化が進み、人の移動が活発でなければ、そのまま出会うこともなく、そ
の人たちの異った文化に気づくこともなかったのです。しかし、今では観光や移⺠、難⺠と
して日本にもたくさんの人々が来ています。コンビニやファストフード、このキャンパスに
もいます。もちろん知らないふりをして過ごしてもいいのですが、友達や恋人になることも
あります。一方、皆さん自身が海外に出かければ同じことが起こります。そう国際結婚が今
は当たり前になっています。 
そこで、まず皆さんの暮らし、そして現在の地域社会で求められる国際的人材になるために
「異文化」とはどういうことかを身近なところから一緒に考えていきます。国際結婚だけで
なく、外国人の上司や部下、同僚と働く、留学するには外国語だけでなく、異文化の理解が
必要です。外国語の習得にもむろん重要です。将来は異文化と出合う、その時にどんな自分
を想像しますか。外国人と出会い楽しく親しくなるための異文化理解を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

先入観に縛られず、客観的に異文化を理解できる幅広い視野を養うことで、国際コミュニケ
ーションの基礎理解を深めます。 

19.教科書・教材 授業の主な内容を資料として配ります。それをもとに独自の教科書を作ってみて下さい。 

20.参考文献 
鳥飼玖美子『異文化コミュニケーション学』岩波新書、2021 年 
エリン・メイヤー(著),田岡恵 (監修),樋口武志(翻訳)『異文化理解力―相手と自分の真意が
わかる・ビジネスパーソン必須の教養』英治出版、2015 年 

21.成績評価 最終レポート 50 点と出席点 50 点 
22.コメント  

23.オフィスアワー 
木曜午後、3 コース（春学期）4 コース(秋学後期)、センターオフィスアワーは別途お知ら
せします。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 9 月
28 日 

身近な文化と身近で感じる異文化、異文化を知れば変
わる？ 
文化とは何でしょう？ 
いろいろないい方がありますが、「文化とは生活スタ
イルのこと」、衣食住の価値観の違いでもあります。
だから、夫婦一緒に暮らしてみると、その文化の違い
に驚くことがあります。子供は親と暮らすうちにその
文化を受継ぎますから、社会に出ると文化が合わない
こともよくあります。 
一方、異文化とは言うけれど、国籍や容姿が異なり、

〇事前準備 
友達とか知り合いの中で、この人とは文化が
違うと感じたことを思い出して書き出して下
さい。 
〇アサイメント 
文化とは文学・芸術・学問の意味ではなく、
人それぞれの生活様式のことでもあります。
身近な異文化対立を探してレポートして下さ
い。 



信ずる宗教が違っても、気持ちが通じ合うこともよく
あります。だから国際結婚も珍しくなく、楽しく暮ら
しています。大切なことは、 

第 2 回 10 月
5 日 

世界の文化を見る視点、⺠族・宗教・国家、グローバ
ル化？ 
皆さんが身につけた文化には様々なレベルがありま
す。生活スタイルの上にファッション等の好み（嗜
好）のレベルがあり、その下にその国や地域の風俗習
慣とその伝統があり、食や住宅等はそのレベルです。
さらにその下には宗教や思想などの深層な文化があり
ます。そこから文化芸術や文学が生まれ、ハイカルチ
ャーと呼びますが、そのずっと上、皆さんの身近にあ
るのが「サブカルチャー」、アニメとかポップスなど
です。このサブカルは、簡単に国境を超えます。グロ
ーバル化しやすいのです。世 

〇事前準備 
キリスト教、イスラム教、仏教を世界の三大
宗教といいます。その 3 つと今までどんな
接点があったレポートして下さい。 
〇アサイメント 
現在世界各地にイスラム教徒が広がり、様々
な問題を起こしています。調べて一つ紹介し
て下さい。 

第 3 回 10 月
12 日 

個人の文化、家族の文化、地域の文化、地方の文化、
国⺠文化？ 
皆さんのサブカルはグローバル化していますが、皆さ
んのご両親や祖⽗⺟の皆さんはそれほどでもない、世
代の違い、年齢の違いで感覚が保守化します。家族や
親族同士でも共通する文化と異文化があるのです。ご
年配の方はご自分の若い頃と比較するから、若い人の
嗜好を変に感じますが、時代が変わっただけです。新
しいファッションや嗜好、サブカルは若い世代から高
齢者に、都市から地方（田舎）に、先進国から発展国
に広がります。大昔は旅行者が少しずつ伝え、昔は新
聞や雑誌で絵や写真 

〇事前準備 
日本人の中にも保守的な考え方とより自由な
考え方があります。皆さんの結婚観は保守的
ですか、革新的ですか？ 
〇アサイメント 
授業では。個人、家族、地域、地方、そして
日本全体の国⺠文化のレベルに分けて文化の
違いを述べました。では、関⻄の文化とはど
んなものだと思いますか？簡単に述べて下さ
い。 

第 4 回 10 月
19 日 

文化の意味を考える、衣食住の生活文化は異なるの
か？ 
親子関係や兄弟、親族、夫婦など家族の形、付き合い
方も重要な文化です。今では一夫一妻が当たり前にな
りましたが、一夫多妻の国も残っています。明治の日
本にもありました。昔の男尊女卑もしぶとく生き残っ
ていますが、LGBT への理解は近年急速に広がりまし
た。それに比べれば。衣食住の違いなど些細なことに
思えます。 
そこで、男尊女卑はいつ、どうして始まったのか？
LGBT は昔からありましたが、なぜ今はカミングアウ
トして大丈夫なのか？こうした価値観がどう形成さ
れ、どう変わっ 

〇事前学習 
最近はすっかり減りましたが、街中で見かけ
た外国人観光客を見て文化の違いを感じた経
験があったら述べて下さい。 
〇アサイメント 
アジアの国々には儒教の影響などがあり、⻑
幼の序、年功序列など年配者を敬う習慣があ
ります。それをどう思うか。自由に感想を述
べて下さい。 

第 5 回 10 月
26 日 

ホストとゲストの異文化、見る者とみられる者、男と
女、大人と子供 
昔から観光は異文化が接触する機会でした。その前に
は侵略戦争、通商や巡礼でした。こうした旅行者がゲ
スト（客）、地元の人がホスト（主人）として、それ
ぞれ異なる文化が接触し、その交換が起こります。江
⼾時代には農⺠や商人の旅行が盛んになり、農作物品
種や織物等の反物、陶磁器など、多くのモノが都から

〇事前学習 
異文化接触は、昔は侵略戦争、その後は植⺠
地に進出と移⺠、逆に先進国への移⺠が起こ
り、豊かになった国からは観光を通じても起
こります。日本人が移⺠した時代、どう嫌わ
れたかを考えて見て下さい。 
〇アサイメント 
国際観光は異文化接触であるだけでなく、貧



地方に伝わりました。明治以降も東京への旅行や京都
観光で文物が伝わり、戦後は欧米旅行でスコッチウィ
スキーやワイン、ブランド品がお土産として持ち帰ら
れました。そこ 

富の大きな格差の接触です。豊かな外国人観
光客のために貧しい人々はどう対応するか考
えて見て下さい。 

第 6 回 11 月
2 日 

欧米文化の古典、古代ギリシャと古代ローマは今も生
きている？ 
欧米化で日本の文化がどう変わったかを見てみましょ
う。日本人は実に上手に異文化理解をしたのです。世
界史の中で。19 姓から 20 世紀の日本人は短期間で本
格的に異文化理解をした例はないと言われます。もち
ろん、江⼾時代末に圧倒的な軍事力、工業力、経済
力、知的レベルの差を感じた日本人が、征服されるこ
とを怖れたからだとも言えますが、かなり高い文化レ
ベルにあったからこそ理解が早かったとも言われま
す。 
明治の日本人には英語やドイツ語、フランス語を学
び、その本を読む 

〇事前学習 
ギリシャ語とラテン語で知っている言葉を上
げて下さい。 
〇アサイメント 
ヨーロッパの歴史的建築物を一つ上げて、ど
んな時代の建物でどんな特徴があるかを述べ
て下さい。 
 

第 7 回 11 月
9 日 

ヨーロッパの文化とキリスト教、建築から見られるキ
リスト教文化 
ヨーロッパ社会は古代から中世にかけてキリスト教会
に支配されます。しかし、その当時はイスラム教国の
文明の方がより進んでいた言われます。だから多くの
ヨーロッパ人がイスラム圏の国々に留学、あるいはサ
ラセン人支配下の聖地に巡礼に出かけました。一方、
ヨーロッパ内ではキリスト教会がビザンチン帝国など
を経由してイスラム圏の文化文明を伝えました。それ
だけでなく、古代ギリシャや古代ローマ文明を伝えま
した。そこから大学が生まれ、学生はヨーロッパ中か
ら集まりました。 

〇事前学習 
中世のヴェネツィアは東方貿易といってイス
ラム教徒との貿易が盛んでした。ヴェネツィ
アで知っていることを述べて下さい。 
〇アサイメント 
都市の空気は自由にするといって、当時支配
的だったキリスト教の倫理に沿わない自由な
生活様式が許されていました。なぜ自由にさ
せたと思うか述べて下さい 
 

第 8 回 11 月
16 日 

ヨーロッパの世界遺産に見る建築と都市の文化 
古代と中世の境は⻄ヨーロッパではローマ帝国の崩壊
です。北や東からゲルマン⺠族と呼ばれる様々な異⺠
族が侵入したからです。13〜14 世紀にはモンゴルの
侵略もあります。その後 15 世紀には東ローマ帝国の
後裔ビザンチン帝国がオスマン・トルコに滅ぼされま
した。つまり、ヨーロッパの歴史は異⺠族の侵入の歴
史です。その痕跡が色濃く残るのが世界文化遺産ヴェ
ネツィアとその潟です。11〜13 世紀の十字軍では重
要な拠点港として栄えました。その当時からヴェネツ
ィアの人々は異⺠族の異文化を理 

〇事前学習 
イタリアの世界遺産を調べて、行ってみたい
都市を 3 つ挙げて下さい。 
〇アサイメント 
十字軍について調べてレポートにまとめて下
さい。特に、当時彼らは何語を話していたか
を必ず回答して下さい。 

第 9 回 11 月
30 日 

ルネッサンスとヨーロッパ近代、市⺠革命と市⺠の生
活文化 
ルネッサンスとヨーロッパ近代、市⺠革命と市⺠の生
活文化 
東⻄交流の結果生まれたのがルネッサンス、⻑い間続
いたキリスト教会支配下の閉塞的な社会が開放され、
文明復興が起こりました。それまでは異端とされた異
⺠族、異文化、異なった宗教の存在を受容れ、より自

〇事前学習 
市⺠革命と産業革命の違いを述べて下さい。 
〇アサイメント 
市⺠革命で、それまでの身分制度が廃止され
ました。身分とは何か、調べてみてく下さ
い。 



由で人間性を尊重する文化でした。そこからヨーロッ
パの発展が始まりました。多様性を受容れ、新しいも
のを次々と取り入れたのは異文化理解、異文化を取り
入れた成果です。特に、古代の文化は法律の復興、思
想の復興でもあ 

第 10 回 12
月 7 日 

もう一つの革命・産業革命、工業化が実現した豊かさ
と貧困、福祉 
豊かになった一部の市⺠はビジネスを発展させ、蒸気
機関など新しいエネルギーや産業機械を使った大量生
産方式を編み出しました。産業革命です。その結果、
値段は安いが、性能がよく形も揃った大量の商品（工
業製品）が出回ります。それをより多くの人に見ても
らい、貿易を盛んにするために、19 世紀中頃に万国
博覧会が始まりました。 
日本は江⼾時代末のパリ万博から日本も陶磁器や漆器
を出展し、大好評を博しました。優れた商品を創る異
⺠族として日本人の文化は大歓迎されました 

〇事前学習 
アジアの国々は 19 世紀にどこの国の植⺠地
だったか調べて下さい。 
〇アサイメント 
1867 パリ万博出展された日本製商品にはど
んなものがあったか調べて書き出して下さ
い。 

第 11 回 12
月 14 日 

アジアの文化、イスラム・ヒンズー・仏教に見るアジ
ア歴史 
ヨーロッパ同様、アジアの歴史も⺠族の移動、侵入、
侵略の歴史が続きました。インドネシアでは、まずヒ
ンズー教が、仏教、次がイスラム教、最後はキリスト
教が伝わり、今は大部分の国⺠がイスラム教とです。
一方、日本では 13 世紀後半二度の元寇が有名です
が、大勢の異⺠族が九州に攻めてきました。もちろ
ん、日本人が朝鮮半島に攻め入ったことも度々ありま
す。私たち日本人は忘れても、攻め入られた方はよく
憶えています。また、日本には鎖国の歴史もありま
す。 
こうして、歴史とは戦争 

〇事前学習 
神⼾にもイスラム教徒が多く暮らしていま
す。だからモスクもあります。知り合いにイ
スラム教徒がいるか探してみて下さい。 
〇アサイメント 
ユダヤ教徒はどんな人々か、どんな歴史を持
っているか簡単にまとめて下さい。 

第 12 回 12
月 21 日 

⺠族国家の誕生、⺠族文化の形成、国語の誕生、歴史
の創生 
さて、今世界中で起こっている⺠族対立は帝国主義と
アジアアフリカ、中南米で起こった欧米諸国、そして
日本の植⺠地とその後の独立の結果起こったもので
す。狭いヨーロッパの中を見ても、ハプスブルグ家の
オーストリア・ハンガリー帝国の影響が強く見られま
す。18 世紀には世界にはスペインやイギリスの植⺠
地が広がっていました。 
異文化理解の背景、現在の⺠族や国家の文化の根底に
は、この帝国主義と植⺠地の歴史があり、そこから独
立を目指した人々が揚げた⺠族主義があります。独立 

〇事前準備 
皆さん自身か身近に、朝鮮半島にルーツを持
つ親族、友人はいますか？ぜひお一人探し、
半島か島か、出身地をお聞きし、どうして日
本におられるか、失礼のないように丁寧に尋
ねてみて下さい。 
〇アサイメント 
日本の歴史は高校までで習ったと思います
が、お隣の大韓⺠国では韓国の歴史をどう教
えているか調べてみて下さい。 

第 13 回 1 月
11 日 

アジアの世界遺産に見る建築と都市の文化 
第二次世界大戦が終わり、日本やドイツ、イタリアと
戦った連合国はそのまま国際組織を造り、日本で「国
際連合」と呼ばれるようになりました。この国連の目
的は、戦後独立した数々の国々を支援することでし
た。独立したのは⺠族国家、⺠族を定め、国語をつく

〇事前学習 
難⺠について調べて下さい。今はウクライナ
難⺠に注目が集まりますが、その前の難⺠に
ついても調べて下さい。 
〇アサイメント 
どうして⺟国を離れたのか、いろいろなケー



り、自分たちの歴史を書き上げ、国⺠を教育し始めま
した。しかし、その多くの国々では⺠族は定まらず、
対立し合い、英語に頼り、歴史研究も進んでいませ
ん。教育レベルも低く、人々は貧しいまま、災害や飢
餓が続いています。 
文化の違いを理解し合う 

スを考えて述べて下さい。 

第 14 回 1 月
18 日 

日中韓の異文化理解、中華思想と⺠族国家の形成、歴
史は争点？ 
日中韓の異文化理解、中華思想と⺠族国家の形成、歴
史は争点？ 
東アジアには、日中韓三か国の他に、主権が及ばない
が、中国固有の領土である台湾、すでに 20 世紀末に
英国から中国に返還された旧植⺠地の香港、北朝鮮等
の国々があります。 
これらの国々は東アジアの人々に共通する文化的基盤
を持ちながら、近代の歴史から数多くの対立の⽕種を
抱えています。これらの国々との間で世界文化遺産、
世界記憶遺産の登録の際にいろいろな問題が起こるの
は、この歴史が関係しています。 
皆 

〇事前学習 
異文化理解の授業でしった興味ある事柄は何
ですか、思い出して下さい。 
〇アサイメント 
皆さんの人生の中でこれから出会う異文化を
想像してみて下さい。どんな文化を知りたい
か自由にのべて下さい。 
 

第 15 回 1 月
25 日 

身近な異文化、異文化理解の進め、国内の異文化を知
る 
異文化理解の最終回は身近な国内での異文化を見てい
きます。違いにだけ目を向けず、共通した文化を探し
ます。多様なようで違いが消えていくのが、グローバ
ル化の影響、若い世代には違いよりも共通点の方が多
くなっています。衣食住の違いが減っても、まだ残っ
ている根底にある文化の部分にも目を向けます。 
コロナ禍が去り、一日も早く海外旅行に出かける皆さ
んが異文化を楽しむための準備期間、コロナの中でま
だ見ぬ多様な世界の魅力を感じましょう。 

〇アサイメント 
最終レポートは、異文化を知ることで自分の
人生がどう豊かになるかを考えてもらいま
す。 
詳しい内容は授業で説明します。楽しく学
び、世界を見て回りましょう。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB209-
Y51 

2.科目名 グローバルリサーチ 3.単位数 16 

4.授業担当教員 劉争、李容淑 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 

国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 
観光学科 
 

9.履修学年 ２年秋以降 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、グローバル人材として必要となる、「世界の人々の多様な価値観や文化を理解
し、自ら考え、行動できる力」を育成することを目的としている。そのために、アジア太平
洋地域の協定校を中心に１学期間のオンライン留学を行い、現地の社会や文化に関連した課
題に取り組み、国際コミュニケーションについての知識や理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

◎自分の持つ価値観とは異なる価値観を理解し、尊重できる 
◎様々な事項をグローバルな視点から深く考えることができる  
◎自分の考え方や行動についてグローバルな視点から振り返ることができる 
◎英語によるコミュニケーション力の獲得（終了時に TOEIC600 点相当を最低限度とする） 
◎派遣予定だった国の文化、歴史、現地事情、日本との関係について理解し、自分のことば
で語ることができる 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 
(5) コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 授業時に適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

本科目の評価は、下記に示すようにオンラインでの活動、授業成果物、発表、最終レポート
等から総合的になされる。 
・課題研究ゼミ（評価と実践Ⅱ）での課題 10％ 
・最終レポート and/or ポスター発表 30% 
国際社会・文化関連・ビジネスに関連した課題の調査研究のポスター発表  
・協定校オンライン科目 and/or 協定校オンライン短期科目 and/or 学科関連科目（グローバ
ル歴史、言語と文化、国際関係の中から状況に応じて履修） 60％（学生によって組み合わ
せが異なる） 
   専門演習Ⅰで作成した各自の研究 

22.コメント  
23.オフィスアワー 金曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
各自リフレクションワーク（専門演習Ⅰでやった内容
については詳細に記入） 
 

e-portfolio に、専門演習１で作成したリサ
ーチ論文を、その後のリサーチ状況や履修内
容等に鑑み、更新、投稿 

Week2~4 
担当教員と連絡をとりあい、現状の確認 
（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修・オンライン活動 etc. 

e-portfolio に、 
オンラインでの活動報告、 
履修科目等確定事項の報告、リサーチ計画の



 再確認・修正を行い投稿 

Week5~8 

中間報告 
   オンライン活動・リサーチの進捗状況等の報告 
  授業履修・オンライン活動 etc. 
 

e-portfolio にオンライン活動の記録、リサ
ーチ活動の進捗状況等をレポート 

Week 14~15 
GR 関連活動の振り返り・リサーチの最終レポート執
筆 and/or ポスタープレゼン発表 

e-portfolio にオンライン活動の記録、リサ
ーチ活動の進捗状況等を更新・レポート、
GR 関連活動の振り返り、 
最終レポートを投稿 and/or 発表にむけての
準備 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB210-
Y51 

2.科目名 国際協力キャリア論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 宗田好史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 特にありません 

17.授業の目的と概要 

目的：海外で働くことを具体的にイメージできる国際コミュニケーション学習の意識づくり 
概要：国際コミュニケーション学部で皆さんのために、皆さんが目指す海外の職場を知り、
海外での仕事の探し方、働き方を学びます。また、国内で増える多国籍企業、外国籍市⺠の
皆さんとのコミュニケーション術を学びます。 
現在、国内の従業員 10 名以上の企業数は 42 万人､その内 7 万 8 千社が海外に進出し、多く
の日本人が活躍しています。特に関⻄企業の多くはアジア各地に進出、そこで働く国際人材
を切実に求めています。一方、今や国内に住む人の 2％以上が外国人、171 万人が働き、大
部分は首都圏と京阪神に集中、コンビニやファストフードだけでなく、あらゆる中小企業で
活躍しています。今後日本人は急速に減少、数十年で外国人の割合が 20％程度に達すると
言われます。英語力も必要ですが、英語の通じない国々や国内で通じない人々とのコミュニ
ケーションが必要になります。 
では、海外にはどんな就職先があるのでしょう。国際機関、在外公館、開発援助機関、マス
コミ、日系企業の駐在員、航空や旅行会社の現地スタッフ、日本語や柔道や音楽教師などは
昔から定番でした。今では、一般事務職が多く、ホテルや飲食店のスタッフ、特に日本レス
トランが急増しています。昔から留学した現地で就職する、ワーキング・ホリデーやオーペ
アで海外に渡る、⻘年海外協力隊で経験を積み現地に残る等の方法がありました。今は海外
で働くための求人サイトが増えています。新卒採用は多くありませんが、どうすれば海外で
のキャリアを積めるかを学ぶ科目です。 
その一つの方法は、まず日本国内で身近な異文化体験を積むことから始まります。関⻄国際
大学での 4 年間のカリキュラムを通じて、海外に向かう皆さんの学習を助ける科目です。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

皆さんの身近にも海外で働いたことのある先輩がいると思います。そんな人から直に話を聴
く、また授業ではいろいろな職種を知り、仕事の探し方、働き方を学びます。まず、ワーホ
リとオーペアから始め、海外インターン受入れ先を探しましょう。次が海外協力隊、日本語
教員やスポーツ指導、そして海外求人サイトを見て、少しずつ海外で働く可能性を実感して
もらいます。国際化する日本の社会経済を知り、上手にバイト探しや仕事探しができるよう
に海外の仕事を探します。こうして、国際キャリアのためのコミュニケーション術を身に着
けます。 

19.教科書・教材 
求人広告、募集要項を教材にその読み方、労働条件、生活環境、雇用条件などの比較の仕方
を学びます。その際、皆さんの関心に沿って必要な資料を教材として用意します。授業スラ
イドは PDF でネット配信します。 

20.参考文献 
松崎久純『海外人材と働くための生産現場の英語エッセンシャル』研究社、2021 年、⻄澤
亮一『海外で働こう 世界へ飛び出した日本のビジネスパーソン』幻冬舎、2017 年などを参
考にして下さい。 

21.成績評価 各回の復習と感想を記す小テストで出席点を数え、海外での働き方をテーマにした小論文を
最終レポートとして採点した合計点数で評価します。 

22.コメント  



23.オフィスアワー 
研究室でのオフィスアワーを「木曜午後の 3 コース（春学期）同木曜午後の 4 コース(秋学
後期）とします。また、センターオフィスアワーは別途お知らせします。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

海外で働く、多様な国際キャリア、グローバル化する
日本社会と日本企業海外で働く、多 
外務省によるとコロナ禍前、海外で働く日本人は約
140 万人、過去 30 年で 2.5 倍に急増しました。増え
たのは新たな仕事、様々なキャリアが生まれ、日本の
会社や組織と世界各地の間を行き来するビジネスパー
ソンはその何倍もいます。国内にいるだけではなかな
か見えない国際キャリアの現状に眼を見張り、その中
にいる自分を想像してみましょう。 
 

〈アサイメント〉 
海外で働くとすると、どんな仕事があるか書
き出して下さい。その中で自分でもできそう
なこと、やってみたいことを選んでくださ
い。 
〈事前学習〉 
海外に進出している日本の企業を 3 つ選ん
で、何を海外でしているか書き出して下さ
い。 

 

人口では今でも世界第 11 位に多い日本は、経済規模
（国⺠総所得）では米中に次ぐ第 3 位、20 世紀後半
程ではないものの、今も世界は日本製品で溢れ、その
傍らに日本人いて日本の会社があります。特に東南ア
ジア諸国には昔から日系企業が生産拠点を置き、多数
の現地社員が働いています。各国主要都市の日本人社
会を紹介し、海外で働く具体的なイメージを持っても
らいます。 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

海外インターンシップの勧め、ワーキングホリディ
（ワーホリ）とオーペア 
海外で働く具体的な取組みとして、日系企業を中心に
海外でのインターンシップを探してみましょう。夏休
みや春休みにワーホリに出る、オーストラリアでオー
ペアを体験、NGO を通じて国際ボランティアに参加
するなど、今直ぐにでも始められる国際キャリアを探
ってみましょう。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

国際協力と開発援助、大東亜共栄圏（戦前戦中）から
コロンボ・プランへ（戦争直後） 
日本の若者が海外で活躍し始めて早 150 年、戦争中
には約 400 万人がアジア各地に送られ、敗戦で膨大
な賠償金を払い、開発援助と名を変えた 20 世紀後半
にも大勢の企業家や技術者がアジア各国に渡りまし
た。その⻑い歴史の中で積み重ねられた仕事の数々を
知り、これからを展望します。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

日本の援助で発展した東・東南アジア圏の大都市と市
場は、今や中国経済の勢力に席捲されているとはいう
が、日本の工業製品や農業技術（種苗、機材）、そし
て日系企業は日本人が設計した港湾や高速道路沿いの
工業団地に立地している。日本の企業が見るアジアの
ビジネスマップを学びます。 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 
JICA（国際協力事業案）ボランティア事業と⻘年海
外協力隊 
1965 年に始まった協力隊は 2018 年度までに 4 万 6

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 



千人、平均年齢 27 歳の若者が毎年千人以上派遣され
ています。そのまま現地で働き、起業する人も増えて
います。1954 年のコロンボ・プランから始まった日
本の ODA（政府開発援助）の全体像を知り、多様な
仕事を見ていきます。 
 

 

J.F.ケネディのアメリカ平和部隊と中国のアジア・イ
ンフラ投資銀行 
JICA の活動の起源はアメリカの平和部隊です。同様
にワシントン DC にある世界銀行が米国製ならばアジ
ア開発銀行（マニラ）は日本製、そして今は中国製の
アジア・インフラ投資銀行（北京）が世界の経済活動
に強い影響力を持ち、ビジネス慣行・環境が変化して
います。その中で海外に進出した地元関⻄の企業の活
動が続きます。国際ビジネスをもう少し掘り下げま
す。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

海外で仕事を見つける。昔の仕事、これから伸びる仕
事 
海外求人サイトからどんな人材が求められるかを見ま
す。金融/IT、商社/航空だけでなく、求められる人材
は多様です。授業では⻘年海外協力隊の部門別仕事リ
ストを参照、商業・観光、スポーツ、教育、手工芸/
料理/服飾の分野の仕事の中身を見ながら、そのキャ
リアへの道を探ります。協力隊に応募するために必要
になる卒業後の職業経験を計画します。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

日本の企業の海外進出、進出先のアジアの日本企業の
事情 
JETRO(日本貿易振興機構)の 2020 年調査に応えた海
外進出日系企業 2 万余社の 7 割がアジア太平洋地域
の 20 ヶ国に集中しています。業種も規模も多様です
が、一様に人手不足の日本から豊富な低賃金で安定し
た労働力のある国々に進出しています。もちろん日本
国内で採用されるに越したことはありませんが、日本
人の現地採用が多く、職探しに出る日本人も多くいま
す。進出企業の集まるバンコックやジャカルタ、ハノ
イや上海などの事情を紹介、各地の職探し事情を見て
いきます。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

中小企業の海外展開を「海外ビジネスナビ」（中小機
構）を通じて探る 
この回は、中小企業基盤整備機構「海外ビジネスナ
ビ」のネット探索から海外進出した関⻄企業を調べま
す。中小機構では、今年度は特に食産業の海外展開セ
ミナーを開催し、食品ビジネスや農産物の輸出入規制
をよく説明しています。この事例から身近な海外ビジ
ネスの事例研究を進めます。 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 



 

 

日本の中の国際化、移⺠社会日本の実態を知る 
現在日本では人口の約２％にあたる 282 万人の外国
人が暮らし、172 万人が約 27 万社で働いています。
国内全企業の 64％、皆さんが就職する 3 社の内 2 社
にすでに外国人がいます。人口減少が進む日本では外
国人労働力は必要不可欠、上手にコミュニケーション
することも国際キャリア形成に関係します。外国人は
どこのどんな企業で増えるのか、実態を分かりやすく
説明します。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

日本で働く外国人、意外と知られないその実態を知る 
日本で働く外国人は 1990 年代から増え始め、2000
年以降特に増加しました。深刻な人手不足でブラジル
とペルーの日系人労働者が増え、その後は中国、ベト
ナム、フィリッピン、ネパールからの技能実習生が増
えました。その子供たち二世も町のあちこちで暮らし
ています。どこでどんな仕事をしているか、統計資料
から探ります。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

異文化人材とのコミュニケーション（ワークショップ
で語り合う私の異文化体験） 
皆さんがこれまで体験した外国出身の方々を思い出し
てください。不自由ながら外国語としての日本語で上
手にコミュニケーションをとっています。その言葉の
端々から出身国の様子が分かります。思いがけないよ
うないい方や不思議な見方があります。そんな小さな
異文化体験を仲間に紹介し、国際コミュニケーション
を楽しむ術を身につけます。 
 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

海外人材と働くための生産現場の英語を知る 
関⻄国際大学の様々な授業で学んだように、国際共通
語としての英語は実に多様、国際コミュニケーション
術は英語を学ぶだけでは身につきません。もちろん高
校までに習った英語の基礎は不可欠、その基礎力を活
かして仕事の中で上手に英語を使う技を教えます。そ
れは、相手が誰で何を言いたいかを上手に探る技で
す。相手が言いそうなことを予めイメージし、その確
認のために話を聴く、それが上手な人材が国際コミュ
ニケーションの技、これまでの授業で習ったことを活
かして現場で使えるように皆さんの英語を 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

国際キャリア論、海外で働く、海外の人々と働くまで
の道筋を考える 
最終回はこれまで学んだことを振り返りながら、海外
で働くまでの道筋、自分のキャリアパスを考えてみま
す。グループに分れ、互いにアドバイスして、皆さん
それぞれの個性と特質に沿ったキャリアパスを考えて
みます。自分だけの理解でなく、仲間が関⻄発の国際

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 



キャリアをどうイメージしているかを語り合い、でき
るだけ詳細な筋道を、それも ABC の３つの案にまと
めて下さい。その後各自ブラッシュアップして提出し
たら、それが最終レポートになります。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB302-
M51 

2.科目名 国際防災協力 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
<防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目> 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 人間学Ⅱ、地域防災減災論(防災士養成講
座)の単位取得が望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義中心 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 大災害発生時には、海外からの被災地支援が必要となる。 
本授業では、国際的な災害支援の枠組みやシステム、さらに、わが国の具体的な国際支援や
受援の実績などについて、実際に国際防災協力関係の仕事を行っている実務家を授業に呼
び、実体験に基づく話を聞き、国際防災協力について体系的に学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

国際社会における、防災・減災に向けた枠組みと日本の貢献について理解する 
平時には大災害への備え、災害発生時には、必要な課題を的確に把握し、災害対応、復興に
向け、被災国の風土、文化、体制などの多様性を理解しながら、国際的に防災・減債に貢献
するための知識や行動力を身につける。 
 

19.教科書・教材 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献 
大災害に立ち向かう世界と日本〜災害と国際協力〜 ＜明石康･大島賢三 監修 柳沢香枝 
編＞ 

21.成績評価 
各回提出物(WebClass)等：60% 
総括レポート等：40% 
 

22.コメント 

国境に関係なく発生する大災害。国際支援なくしては、被災地の復興が成し遂げられないこ
とが多々あります。国際防災協力は、政治や宗教に関係なく必要とされる、世界共通の課題
です。 
普段あまり関わりないかもしれませんが、この分野について目を向ける機会にしてくださ
い。 
GS で見聞きしたこと、することについて、より理解を深めることにも繋がります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

秋学期月曜
２限 
9/26〜12/19 
1/16〜1/30 

<講師名は 2021 のもの。今後、講師名、日程等を変
更するので注意してください＞  
 

☆講師指定のリフレクション課題を
WebClass から提出(各回共通) 
授業資料は WebClass で電子配布し、
WebClass に提出物があるので、PC かタブ
レットを持参のこと(スマホでも可) 
＜各回共通＞ 
第 14 回、15 回はノートパソコン持参（スマ
ホは不可） 



第 1 回
(9/26) 

国際社会による防災・減災の取組み 
<国際防災の 10 年(1990 年代)、兵庫行動枠組(2005-
15)の成果から、仙台防災枠組に続く、国際防災の継
続的な取組みと変遷を学ぶ>  
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 
 

カメラ機能の付いたスマホか PC 等を持参の
こと 
(各回共通) 
 

第 2 回
(10/3) 

増加する世界の災害 
<昨今の災害の巨大化、多発傾向とその要因(気候変
動等)、アジアにおける災害頻発の要因等について学
ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 

 

第 3 回
(10/17) 

国際情勢と国際連合 
<世界の政治、経済社会情勢全般と、国際連合が果た
す役割などについて学ぶ> 
講師：関⻄国際大学 教授 川脇康生 

 

第 4 回
(10/24) 

防災の主流化（仙台防災枠組の推進） 
<第 3 回国連防災世界会議で採択された仙台防災枠組
(2015-30)の推進について学ぶ> 
講師：アジア防災センター所⻑ 中川雅章 
    関⻄国際大学教授 村田昌彦 

 

第 5 回
(10/31) 
 

アジア地域の国際防災協力 
<アジア地域の国際防災協力を推進するアジア防災セ
ンターの設立とその活動実績など、兵庫に立地する国
際機関の活動について学ぶ> 
講師：アジア防災センター 主任研究員 児玉美樹 
    関⻄国際大学 教授 村田昌彦 

 

第 6 回
(11/7) 

防災の主流化（世界の災害事例を通じて） 
<世界の災害事例を通じて、防災の取り組みが持続的
開発のキーであることを学ぶ> 
講師：消防研究ｾﾝﾀｰ主任研究官 大津 暢人 
       関⻄国際大 教授  村田昌彦 

 

第 7 回
(11/14) 

災害時の国際援助の受援事例 
<阪神・淡路大震災及び、東日本大震災に際しての国
際支援を日本がどのように受け入れたかについての事
例を学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 

 

第 8 回
(11/21) 

災害への国際支援のスタンダード 
<国際的な支援の基準となるスフィアスタンダードや
人道支援の必須基準（CHS)、人間の安全保障
（Human Security）の基本的な考え方を学ぶ> 
講師：関⻄国際大学保健医療学部教授 伊藤尚子 

 

第 9 回
(11/28) 

フェイズ別国際支援（応急対応期） 
<国連防災機関（UNDRR）の理念や、国連人道問題
調整事務所(OCHA）が中心となる災害の応急対応支
援の国際的なシステムなどを学ぶ> 
講師：関⻄国際大学保健医療学部教授 伊藤 尚子 

 

第 10 回
(12/5) 

フェイズ別国際支援（復旧・復興期） 
<PDNA(Post Disaster Needs Assessment)、クラス

 



 ター別の復旧・復興支援の国連メカニズムなどについ
て学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 川脇康生 

第 11 回
(12/12) 

日本の国際防災協力１ 
<地方からの国際協力（特に兵庫県の国際防災協力）
について学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 12 回
(12/19) 

日本の国際防災協力Ⅱ 
<JICA を中心とする日本政府の国際支援の歴史、昨今
の状況について学ぶ> 
講師：JICA 関⻄業務第一課 立花 静香 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 13 回
(1/16) 

NGO による災害被災地支援 
<国際人道支援における NGO の役割と、日本の NGO
の活動について、具体的な事例を通じて学ぶ > 
講師：CODE 海外災害援助市⺠センター事務局⻑ 
吉椿 雅道 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦 
 

 

第 14 回
(1/23) 
第 15 回
(1/30) 
 

世界の災害データベースから考える WS〜ノート PC
持参のこと 
<ベルギーの CRED のデータベースを使用して、国
別、災害種類別の災害統計を作成し、アジアの災害の
特性、災害が多発する背景などを考える> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 
総括レポートの作成・提出 
 

第 14 回、15 回はノートパソコン持参（スマ
ホは不可） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB302-
y51 

2.科目名 国際防災協力 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
人間学Ⅱ、地域防災減災論(防災士養成講
座)の単位取得が望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義中心 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 大災害発生時には、海外からの被災地支援が必要となる。 
本授業では、国際的な災害支援の枠組みやシステム、さらに、わが国の具体的な国際支援や
受援の実績などについて、実際に国際防災協力関係の仕事を行っている実務家を授業に呼
び、実体験に基づく話を聞き、国際防災協力について体系的に学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

国際社会における、防災・減災に向けた枠組みと日本の貢献について理解する 
平時には大災害への備え、災害発生時には、必要な課題を的確に把握し、災害対応、復興に
向け、被災国の風土、文化、体制などの多様性を理解しながら、国際的に防災・減債に貢献
するための知識や行動力を身につける。 
 

19.教科書・教材 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献 大災害に立ち向かう世界と日本〜災害と国際協力〜 ＜明石康･大島賢三 監修 柳沢香枝 
編＞ 

21.成績評価 
各回提出物(WebClass)等：60% 
総括レポート等：40% 
 

22.コメント 

国境に関係なく発生する大災害。国際支援なくしては、被災地の復興が成し遂げられないこ
とが多々あります。国際防災協力は、政治や宗教に関係なく必要とされる、世界共通の課題
です。 
普段あまり関わりないかもしれませんが、この分野について目を向ける機会にしてくださ
い。 
GS で見聞きしたこと、することについて、より理解を深めることにも繋がります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

秋学期月曜
２限 
9/26〜12/19 
1/16〜1/30 

<講師名は 2021 のもの。今後、講師名、日程等を変
更するので注意してください＞  
 

☆講師指定のリフレクション課題を
WebClass から提出(各回共通) 
授業資料は WebClass で電子配布し、
WebClass に提出物があるので、PC かタブ
レットを持参のこと(スマホでも可) 
＜各回共通＞ 
第 14 回、15 回はノートパソコン持参（スマ
ホは不可） 

第 1 回 国際社会による防災・減災の取組み カメラ機能の付いたスマホか PC 等を持参の



(9/26) <国際防災の 10 年(1990 年代)、兵庫行動枠組(2005-
15)の成果から、仙台防災枠組に続く、国際防災の継
続的な取組みと変遷を学ぶ>  
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 
 

こと 
(各回共通) 
 

第 2 回
(10/3) 

増加する世界の災害 
<昨今の災害の巨大化、多発傾向とその要因(気候変
動等)、アジアにおける災害頻発の要因等について学
ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 

 

第 3 回
(10/17) 

国際情勢と国際連合 
<世界の政治、経済社会情勢全般と、国際連合が果た
す役割などについて学ぶ> 
講師：関⻄国際大学 教授 川脇康生 

 

第 4 回
(10/24) 

防災の主流化（仙台防災枠組の推進） 
<第 3 回国連防災世界会議で採択された仙台防災枠組
(2015-30)の推進について学ぶ> 
講師：アジア防災センター所⻑ 中川雅章 
    関⻄国際大学教授 村田昌彦 

 

第 5 回
(10/31) 
 

アジア地域の国際防災協力 
<アジア地域の国際防災協力を推進するアジア防災セ
ンターの設立とその活動実績など、兵庫に立地する国
際機関の活動について学ぶ> 
講師：アジア防災センター 主任研究員 児玉美樹 
    関⻄国際大学 教授 村田昌彦 

 

第 6 回
(11/7) 

防災の主流化（世界の災害事例を通じて） 
<世界の災害事例を通じて、防災の取り組みが持続的
開発のキーであることを学ぶ> 
講師：消防研究ｾﾝﾀｰ主任研究官 大津 暢人 
       関⻄国際大 教授  村田昌彦 

 

第 7 回
(11/14) 

災害時の国際援助の受援事例 
<阪神・淡路大震災及び、東日本大震災に際しての国
際支援を日本がどのように受け入れたかについての事
例を学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 

 

第 8 回
(11/21) 

災害への国際支援のスタンダード 
<国際的な支援の基準となるスフィアスタンダードや
人道支援の必須基準（CHS)、人間の安全保障
（Human Security）の基本的な考え方を学ぶ> 
講師：関⻄国際大学保健医療学部教授 伊藤尚子 

 

第 9 回
(11/28) 

フェイズ別国際支援（応急対応期） 
<国連防災機関（UNDRR）の理念や、国連人道問題
調整事務所(OCHA）が中心となる災害の応急対応支
援の国際的なシステムなどを学ぶ> 
講師：関⻄国際大学保健医療学部教授 伊藤 尚子 

 

第 10 回
(12/5) 
 

フェイズ別国際支援（復旧・復興期） 
<PDNA(Post Disaster Needs Assessment)、クラス
ター別の復旧・復興支援の国連メカニズムなどについ

 



て学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 川脇康生 

第 11 回
(12/12) 

日本の国際防災協力１ 
<地方からの国際協力（特に兵庫県の国際防災協力）
について学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 12 回
(12/19) 

日本の国際防災協力Ⅱ 
<JICA を中心とする日本政府の国際支援の歴史、昨今
の状況について学ぶ> 
講師：JICA 関⻄業務第一課 立花 静香 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 13 回
(1/16) 

NGO による災害被災地支援 
<国際人道支援における NGO の役割と、日本の NGO
の活動について、具体的な事例を通じて学ぶ > 
講師：CODE 海外災害援助市⺠センター事務局⻑ 
吉椿 雅道 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦 
 

 

第 14 回
(1/23) 
第 15 回
(1/30) 
 

世界の災害データベースから考える WS〜ノート PC
持参のこと 
<ベルギーの CRED のデータベースを使用して、国
別、災害種類別の災害統計を作成し、アジアの災害の
特性、災害が多発する背景などを考える> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 
総括レポートの作成・提出 
 

第 14 回、15 回はノートパソコン持参（スマ
ホは不可） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS101-
Y52 

2.科目名 リサーチ入門 （2/2） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、定性および定量型の調査・集計・分析の基本的な知識やスキルを修得するこ
とを目的 
とする。具体的な調査方法として、観察調査、インタビュー調査および質問紙調査を取り上
げ、調査の基礎を演習形式で身につける。 
なお、この科目は学部のグロ ーバルスタディ・プログラムの先修科目に指定されている。
日本とは異 
なる社会や文化を理解したり、新しい知見を得たりするには仮説検証型調査の視点が必要で
ある。この科目を通して、調査の基本を身につけてほしい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は学科 DP のうち、問題発見・解決力とコミュニケーションスキルに関連がありま
す。また、この科目で到達できる学習目標は次のとおりです。 
 ① 調査の体系・分類について説明できる 
 ② データの種類について説明できる 
 ③ 調査方法の種類について説明できる 
 ④ 初歩的な観察調査が実施できるようになる 
 ⑤ 初歩的なインタビュー調査が実施できるようになる 
 ⑥ 初歩的な質問紙調査の計画書を作成できるようになる 
 ⑦ 初歩的なデータ分析ができるようになる 
 

19.教科書・教材 
??茂?・藤?清 著 『知的な論?・レポートのための リサーチ??』 くろしお出版 2013 年 
（教科書販売時に購?すること。） 

20.参考文献 

・??信介 他編著 『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』 ミネルヴァ書房 2013 
ISBN 9784623066544 
・佐藤郁哉 著 『フィールドワーク―書を持って街へ出よう (ワードマップ)』増訂版 新曜
社 2006 
ISBN 4788510308 
・学習技術研究会 著 『知へのステップ 第 5 版』 くろしお出版 2019 
ISBN 487424789X 

21.成績評価 

成績は、各学習目標に対応した次の各課題の要件を満たして実施することにより合格（60
点以上）となる。 
・ワークシート１・２・３・７の１・７の２（３点×５＝15 点） 課題①②③に対応 
・観察調査 研究計画書＋観察シート（10 点） 課題④に対応 
・観察調査 プレゼン（資料＋発表）（25 点） 課題⑤に対応 
・質問紙調査 研究計画書＋調査票（40 点） 課題⑥に対応 
・質問紙調査 レポート（10 点） 課題⑦に対応 

22.コメント 
・すべての授業でノート PC を使いますので、各?で持参してください。（?分に充電してお
くこと） 
・適宜、グループワークやペアワークを?います。ただし、研究計画書、質問紙調査票、報



告書などの成果物は各?が作成します。 
・観察調査は実査を行います。必要な費?は各?負担（交通費・コピー代など）です。 
（質問紙調査は実査を行いません） 
・本科目の履修はグローバルスタディの先修条件になっています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
科学的方法を学ぶ（第 1 章） 
・科学する方法、記述と説明 、合意と信用 
＊社会問題の仮説を考える（ワークシート １） 

〇教室外学習 
毎回、教科書 や参考書等で予 
習・復習を行うこと 
★提出物 
・ワーク シート１ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 2 回 

データの種類と尺度（第 2 章） 
・データの種類、変数・仮説・ 尺度 
＊尺度別にアンケート質問を考える （ワークシート
２） 

★提出物 
・ワーク シート２ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 3 回 

調査の基本概念（第 3 章） 
・調査の種類と特徴 
＊最適な調査方法は どれか、議論する（ワークシー
ト３） 

★提出物 
・ワーク シート３ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 4 回 

観察調査＝１＝観察調査の基礎と調査研究計画書の作
成（第 4 章） 
・観察調査の種類、ミステリーショッパー（店舗観察
調査）の流れ 
＊調査研究計画書（Word）を作成する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 4 回終了後、各自で、観察調査の調査研
究計画書と観察シートを作成し、指定期日ま
でに WEBCLSS で提出する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 5 回 
観察調査＝２＝観察シート作成（第 5 章） 
・観察シート作成のポイント 
*観察シートを完成する 

〇教室外学習 
次回(第 6 回)までに、観察調査を実施する。 
【実査時間の目安 3〜4 時間（移動時間含
む）】 



★提出物 
第 5 回終了後、観察シートの再提出可。 
◆持参物 ◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・観察シートの下書き 

第 6 回 

観察調査＝３＝調査結果の整理と報告（第 6 章） 
・観察調査の結果の分析 
＊プレゼンテー ション資料（ppt）と読み原稿
（Word）を作成 
する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 6 回終了後、観察調査の発表資料と読み
原稿を完成して、指定期日までに
WEBCLASS で提出。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の観察シート 

第 7 回 

観察調査＝４＝発表準備・発表（第 6 章） 
・観察調査結果の発表 
＊発表のための準備を行う 
＊グループ内で発表（相互評価を行う）→代表者選出
→全体発表を行う 

◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 8 回 

インタビュー調査（第 7 章） 
・インタビュー調査の流れと ポイント 
＊質問を作って、インタビューをやってみる（ワーク
シート７） 

★提出物 
・ワーク シート７ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 9 回 

質問紙調査＝１＝概要①＝質問紙調査の理解とテーマ
の決定 
（第 8 章） 
・質問紙調査の流れ、調査研究計画書「背景・目的」
「仮説」の作成、レビュー 
＊ 調査研究計画書を作成する（Word） 

◯教室外学習 
質問紙調査の 研究計画書を完成する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 10 回 

質問紙調査＝２＝質問項目を考える（第 9 章） 
・目的・仮説に沿った「調査対象・方法・時期」「質
問項目」、集計・分析のイメージ 
＊調査研究計画書「調査対象・方法・時期」「質問項

◯教室外学習 
次回(第 11 回)までに調査研究計画書「背
景・目的」「仮説」を作成しておく。 
【所要時間の目安： 3 時間】 



目」「分析計画」の作成（Word） ◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 11 回 

質問紙調査＝３＝質問紙の作成（第 9 章） 
・調査項目にしたがって、質問紙を作成する、依頼文
（かがみ文）、回答の配置、ワーディング 
＊質問紙の作成（Word） 
＊グループもしくはペアで相互に回答し、改善点を議
論する 
 

◯教室外学習 
質問紙調査票の完成 
【所要時間の 目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の調査票 

第 12 回 
質問紙調査＝４＝データ分析①（第 10 章） 
・データ分析の準備と基礎的な集計 
＊既存データを用いて基礎的な集計のやり方を学ぶ 

◯教室外学習 
基礎的な集計を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 13 回 
質問紙調査＝５＝データ分析②（第 11 章） 
・分析の方法と考察 
＊既存データを用いて基礎的な分析を行う 

◯教室外学習 
分析と考察を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調 査実施後の調査票 

第 14 回 

質問紙調査＝６＝報告書の解説とまとめ（第 12 章） 
・質問紙調査の結果のまとめ方を理解する 
＊祭りのアンケート集計まとめ（Word） 
＊分析イメージをふまえて，自分で作成した調査研究
計画書と質問紙について必要な修正を行う。 
 

◯教室外学習  
★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出準備。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



第 15 回 
質問紙調査＝７＝総括 
・授業の全体のふりかえり 

★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出。 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS101-
Y53 

2.科目名 リサーチ入門 （1/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学部心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、定性および定量型の調査・集計・分析の基本的な知識やスキルを修得するこ
とを目的 
とする。具体的な調査方法として、観察調査、インタビュー調査および質問紙調査を取り上
げ、調査の基礎を演習形式で身につける。 
なお、この科目は学部のグロ ーバルスタディ・プログラムの先修科目に指定されている。
日本とは異 
なる社会や文化を理解したり、新しい知見を得たりするには仮説検証型調査の視点が必要で
ある。この科目を通して、調査の基本を身につけてほしい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は学科 DP のうち、問題発見・解決力とコミュニケーションスキルに関連がありま
す。また、この科目で到達できる学習目標は次のとおりです。 
 ① 調査の体系・分類について説明できる 
 ② データの種類について説明できる 
 ③ 調査方法の種類について説明できる 
 ④ 初歩的な観察調査が実施できるようになる 
 ⑤ 初歩的なインタビュー調査が実施できるようになる 
 ⑥ 初歩的な質問紙調査の計画書を作成できるようになる 
 ⑦ 初歩的なデータ分析ができるようになる 
 

19.教科書・教材 
??茂?・藤?清 著 『知的な論?・レポートのための リサーチ??』 くろしお出版 2013 年 
（教科書販売時に購?すること。） 

20.参考文献 

・??信介 他編著 『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』 ミネルヴァ書房 2013 
ISBN 9784623066544 
・佐藤郁哉 著 『フィールドワーク―書を持って街へ出よう (ワードマップ)』増訂版 新曜
社 2006 
ISBN 4788510308 
・学習技術研究会 著 『知へのステップ 第 5 版』 くろしお出版 2019 
ISBN 487424789X 

21.成績評価 

成績は、各学習目標に対応した次の各課題の要件を満たして実施することにより合格（60
点以上）となる。 
・ワークシート１・２・３・７の１・７の２（３点×５＝15 点） 課題①②③に対応 
・観察調査 研究計画書＋観察シート（10 点） 課題④に対応 
・観察調査 プレゼン（資料＋発表）（25 点） 課題⑤に対応 
・質問紙調査 研究計画書＋調査票（40 点） 課題⑥に対応 
・質問紙調査 レポート（10 点） 課題⑦に対応 

22.コメント 
・すべての授業でノート PC を使いますので、各?で持参してください。（?分に充電してお
くこと） 
・適宜、グループワークやペアワークを?います。ただし、研究計画書、質問紙調査票、報



告書などの成果物は各?が作成します。 
・観察調査は実査を行います。必要な費?は各?負担（交通費・コピー代など）です。 
（質問紙調査は実査を行いません） 
・本科目の履修はグローバルスタディの先修条件になっています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
科学的方法を学ぶ（第 1 章） 
・科学する方法、記述と説明 、合意と信用 
＊社会問題の仮説を考える（ワークシート １） 

〇教室外学習 
毎回、教科書 や参考書等で予 
習・復習を行うこと 
★提出物 
・ワーク シート１ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 2 回 

データの種類と尺度（第 2 章） 
・データの種類、変数・仮説・ 尺度 
＊尺度別にアンケート質問を考える （ワークシート
２） 

★提出物 
・ワーク シート２ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 3 回 

調査の基本概念（第 3 章） 
・調査の種類と特徴 
＊最適な調査方法は どれか、議論する（ワークシー
ト３） 

★提出物 
・ワーク シート３ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 4 回 

観察調査＝１＝観察調査の基礎と調査研究計画書の作
成（第 4 章） 
・観察調査の種類、ミステリーショッパー（店舗観察
調査）の流れ 
＊調査研究計画書（Word）を作成する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 4 回終了後、各自で、観察調査の調査研
究計画書と観察シートを作成し、指定期日ま
でに WEBCLSS で提出する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 5 回 
観察調査＝２＝観察シート作成（第 5 章） 
・観察シート作成のポイント 
*観察シートを完成する 

〇教室外学習 
次回(第 6 回)までに、観察調査を実施する。 
【実査時間の目安 3〜4 時間（移動時間含
む）】 



★提出物 
第 5 回終了後、観察シートの再提出可。 
◆持参物 ◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・観察シートの下書き 

第 6 回 

観察調査＝３＝調査結果の整理と報告（第 6 章） 
・観察調査の結果の分析 
＊プレゼンテー ション資料（ppt）と読み原稿
（Word）を作成 
する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 6 回終了後、観察調査の発表資料と読み
原稿を完成して、指定期日までに
WEBCLASS で提出。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の観察シート 

第 7 回 

観察調査＝４＝発表準備・発表（第 6 章） 
・観察調査結果の発表 
＊発表のための準備を行う 
＊グループ内で発表（相互評価を行う）→代表者選出
→全体発表を行う 

◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 8 回 

インタビュー調査（第 7 章） 
・インタビュー調査の流れと ポイント 
＊質問を作って、インタビューをやってみる（ワーク
シート７） 

★提出物 
・ワーク シート７ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 9 回 

質問紙調査＝１＝概要①＝質問紙調査の理解とテーマ
の決定 
（第 8 章） 
・質問紙調査の流れ、調査研究計画書「背景・目的」
「仮説」の作成、レビュー 
＊ 調査研究計画書を作成する（Word） 

◯教室外学習 
質問紙調査の 研究計画書を完成する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 10 回 

質問紙調査＝２＝質問項目を考える（第 9 章） 
・目的・仮説に沿った「調査対象・方法・時期」「質
問項目」、集計・分析のイメージ 
＊調査研究計画書「調査対象・方法・時期」「質問項

◯教室外学習 
次回(第 11 回)までに調査研究計画書「背
景・目的」「仮説」を作成しておく。 
【所要時間の目安： 3 時間】 



目」「分析計画」の作成（Word） ◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 11 回 

質問紙調査＝３＝質問紙の作成（第 9 章） 
・調査項目にしたがって、質問紙を作成する、依頼文
（かがみ文）、回答の配置、ワーディング 
＊質問紙の作成（Word） 
＊グループもしくはペアで相互に回答し、改善点を議
論する 
 

◯教室外学習 
質問紙調査票の完成 
【所要時間の 目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の調査票 

第 12 回 
質問紙調査＝４＝データ分析①（第 10 章） 
・データ分析の準備と基礎的な集計 
＊既存データを用いて基礎的な集計のやり方を学ぶ 

◯教室外学習 
基礎的な集計を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 13 回 
質問紙調査＝５＝データ分析②（第 11 章） 
・分析の方法と考察 
＊既存データを用いて基礎的な分析を行う 

◯教室外学習 
分析と考察を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調 査実施後の調査票 

第 14 回 

質問紙調査＝６＝報告書の解説とまとめ（第 12 章） 
・質問紙調査の結果のまとめ方を理解する 
＊祭りのアンケート集計まとめ（Word） 
＊分析イメージをふまえて，自分で作成した調査研究
計画書と質問紙について必要な修正を行う。 
 

◯教室外学習  
★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出準備。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



第 15 回 
質問紙調査＝７＝総括 
・授業の全体のふりかえり 

★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出。 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS101-
Y55 

2.科目名 リサーチ入門 （3/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュリテ
ィ」や「情報モラル」に関する知識と、その知識を活かすことができる正しい態度を?につ
けます。 
 この科?での学びで修得した知識とスキルを活?することにより、今後の?学?活の中で、課
題・問題が発?した場合でも、ICT ツールやネットワークを活?した解決?法が考えられるよ
うになり、?常的に効果的・効率的な学習を?うことができるようになります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成でき 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・⽵村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新



処理しておくこと） 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 
大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 
ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 ポスター発表②  



学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS101-
Y56 

2.科目名 リサーチ入門 （4/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 後日追記します 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、定性および定量型の調査・集計・分析の基本的な知識やスキルを修得するこ
とを目的 
とする。具体的な調査方法として、観察調査、インタビュー調査および質問紙調査を取り上
げ、調査の基礎を演習形式で身につける。 
なお、この科目は学部のグロ ーバルスタディ・プログラムの先修科目に指定されている。
日本とは異 
なる社会や文化を理解したり、新しい知見を得たりするには仮説検証型調査の視点が必要で
ある。この科目を通して、調査の基本を身につけてほしい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は学科 DP のうち、問題発見・解決力とコミュニケーションスキルに関連がありま
す。また、この科目で到達できる学習目標は次のとおりです。 
 ① 調査の体系・分類について説明できる 
 ② データの種類について説明できる 
 ③ 調査方法の種類について説明できる 
 ④ 初歩的な観察調査が実施できるようになる 
 ⑤ 初歩的なインタビュー調査が実施できるようになる 
 ⑥ 初歩的な質問紙調査の計画書を作成できるようになる 
 ⑦ 初歩的なデータ分析ができるようになる 
 

19.教科書・教材 
??茂?・藤?清 著 『知的な論?・レポートのための リサーチ??』 くろしお出版 2013 年 
（教科書販売時に購?すること。） 

20.参考文献 

・??信介 他編著 『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』 ミネルヴァ書房 2013 
ISBN 9784623066544 
・佐藤郁哉 著 『フィールドワーク―書を持って街へ出よう (ワードマップ)』増訂版 新曜
社 2006 
ISBN 4788510308 
・学習技術研究会 著 『知へのステップ 第 5 版』 くろしお出版 2019 
ISBN 487424789X 

21.成績評価 

成績は、各学習目標に対応した次の各課題の要件を満たして実施することにより合格（60
点以上）となる。 
・ワークシート１・２・３・７の１・７の２（３点×５＝15 点） 課題①②③に対応 
・観察調査 研究計画書＋観察シート（10 点） 課題④に対応 
・観察調査 プレゼン（資料＋発表）（25 点） 課題⑤に対応 
・質問紙調査 研究計画書＋調査票（40 点） 課題⑥に対応 
・質問紙調査 レポート（10 点） 課題⑦に対応 

22.コメント 
・すべての授業でノート PC を使いますので、各?で持参してください。（?分に充電してお
くこと） 
・適宜、グループワークやペアワークを?います。ただし、研究計画書、質問紙調査票、報



告書などの成果物は各?が作成します。 
・観察調査は実査を行います。必要な費?は各?負担（交通費・コピー代など）です。 
（質問紙調査は実査を行いません） 
・本科目の履修はグローバルスタディの先修条件になっています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
科学的方法を学ぶ（第 1 章） 
・科学する方法、記述と説明 、合意と信用 
＊社会問題の仮説を考える（ワークシート １） 

〇教室外学習 
毎回、教科書 や参考書等で予 
習・復習を行うこと 
★提出物 
・ワーク シート１ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 2 回 

データの種類と尺度（第 2 章） 
・データの種類、変数・仮説・ 尺度 
＊尺度別にアンケート質問を考える （ワークシート
２） 

★提出物 
・ワーク シート２ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 3 回 

調査の基本概念（第 3 章） 
・調査の種類と特徴 
＊最適な調査方法は どれか、議論する（ワークシー
ト３） 

★提出物 
・ワーク シート３ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 4 回 

観察調査＝１＝観察調査の基礎と調査研究計画書の作
成（第 4 章） 
・観察調査の種類、ミステリーショッパー（店舗観察
調査）の流れ 
＊調査研究計画書（Word）を作成する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 4 回終了後、各自で、観察調査の調査研
究計画書と観察シートを作成し、指定期日ま
でに WEBCLSS で提出する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 5 回 
観察調査＝２＝観察シート作成（第 5 章） 
・観察シート作成のポイント 
*観察シートを完成する 

〇教室外学習 
次回(第 6 回)までに、観察調査を実施する。 
【実査時間の目安 3〜4 時間（移動時間含
む）】 



★提出物 
第 5 回終了後、観察シートの再提出可。 
◆持参物 ◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・観察シートの下書き 

第 6 回 

観察調査＝３＝調査結果の整理と報告（第 6 章） 
・観察調査の結果の分析 
＊プレゼンテー ション資料（ppt）と読み原稿
（Word）を作成 
する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 6 回終了後、観察調査の発表資料と読み
原稿を完成して、指定期日までに
WEBCLASS で提出。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の観察シート 

第 7 回 

観察調査＝４＝発表準備・発表（第 6 章） 
・観察調査結果の発表 
＊発表のための準備を行う 
＊グループ内で発表（相互評価を行う）→代表者選出
→全体発表を行う 

◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 8 回 

インタビュー調査（第 7 章） 
・インタビュー調査の流れと ポイント 
＊質問を作って、インタビューをやってみる（ワーク
シート７） 

★提出物 
・ワーク シート７ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 9 回 

質問紙調査＝１＝概要①＝質問紙調査の理解とテーマ
の決定 
（第 8 章） 
・質問紙調査の流れ、調査研究計画書「背景・目的」
「仮説」の作成、レビュー 
＊ 調査研究計画書を作成する（Word） 

◯教室外学習 
質問紙調査の 研究計画書を完成する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 10 回 

質問紙調査＝２＝質問項目を考える（第 9 章） 
・目的・仮説に沿った「調査対象・方法・時期」「質
問項目」、集計・分析のイメージ 
＊調査研究計画書「調査対象・方法・時期」「質問項

◯教室外学習 
次回(第 11 回)までに調査研究計画書「背
景・目的」「仮説」を作成しておく。 
【所要時間の目安： 3 時間】 



目」「分析計画」の作成（Word） ◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 11 回 

質問紙調査＝３＝質問紙の作成（第 9 章） 
・調査項目にしたがって、質問紙を作成する、依頼文
（かがみ文）、回答の配置、ワーディング 
＊質問紙の作成（Word） 
＊グループもしくはペアで相互に回答し、改善点を議
論する 
 

◯教室外学習 
質問紙調査票の完成 
【所要時間の 目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の調査票 

第 12 回 
質問紙調査＝４＝データ分析①（第 10 章） 
・データ分析の準備と基礎的な集計 
＊既存データを用いて基礎的な集計のやり方を学ぶ 

◯教室外学習 
基礎的な集計を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 13 回 
質問紙調査＝５＝データ分析②（第 11 章） 
・分析の方法と考察 
＊既存データを用いて基礎的な分析を行う 

◯教室外学習 
分析と考察を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調 査実施後の調査票 

第 14 回 

質問紙調査＝６＝報告書の解説とまとめ（第 12 章） 
・質問紙調査の結果のまとめ方を理解する 
＊祭りのアンケート集計まとめ（Word） 
＊分析イメージをふまえて，自分で作成した調査研究
計画書と質問紙について必要な修正を行う。 
 

◯教室外学習  
★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出準備。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



第 15 回 
質問紙調査＝７＝総括 
・授業の全体のふりかえり 

★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出。 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS101-
Y81 

2.科目名 リサーチ入門 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、定性および定量型の調査・集計・分析の基本的な知識やスキルを修得するこ
とを目的 
とする。具体的な調査方法として、観察調査、インタビュー調査および質問紙調査を取り上
げ、調査の基礎を演習形式で身につける。 
なお、この科目は学部のグロ ーバルスタディ・プログラムの先修科目に指定されている。
日本とは異 
なる社会や文化を理解したり、新しい知見を得たりするには仮説検証型調査の視点が必要で
ある。この科目を通して、調査の基本を身につけてほしい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は学科 DP のうち、問題発見・解決力とコミュニケーションスキルに関連がありま
す。また、この科目で到達できる学習目標は次のとおりです。 
 ① 調査の体系・分類について説明できる 
 ② データの種類について説明できる 
 ③ 調査方法の種類について説明できる 
 ④ 初歩的な観察調査が実施できるようになる 
 ⑤ 初歩的なインタビュー調査が実施できるようになる 
 ⑥ 初歩的な質問紙調査の計画書を作成できるようになる 
 ⑦ 初歩的なデータ分析ができるようになる 
 

19.教科書・教材 
??茂?・藤?清 著 『知的な論?・レポートのための リサーチ??』 くろしお出版 2013 年 
（教科書販売時に購?すること。） 

20.参考文献 

・??信介 他編著 『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』 ミネルヴァ書房 2013 
ISBN 9784623066544 
・佐藤郁哉 著 『フィールドワーク―書を持って街へ出よう (ワードマップ)』増訂版 新曜
社 2006 
ISBN 4788510308 
・学習技術研究会 著 『知へのステップ 第 5 版』 くろしお出版 2019 
ISBN 487424789X 

21.成績評価 

成績は、各学習目標に対応した次の各課題の要件を満たして実施することにより合格（60
点以上）となる。 
・ワークシート１・２・３・７の１・７の２（３点×５＝15 点） 課題①②③に対応 
・観察調査 研究計画書＋観察シート（10 点） 課題④に対応 
・観察調査 プレゼン（資料＋発表）（25 点） 課題⑤に対応 
・質問紙調査 研究計画書＋調査票（40 点） 課題⑥に対応 
・質問紙調査 レポート（10 点） 課題⑦に対応 

22.コメント 
・すべての授業でノート PC を使いますので、各?で持参してください。（?分に充電してお
くこと） 
・適宜、グループワークやペアワークを?います。ただし、研究計画書、質問紙調査票、報



告書などの成果物は各?が作成します。 
・観察調査は実査を行います。必要な費?は各?負担（交通費・コピー代など）です。 
（質問紙調査は実査を行いません） 
・本科目の履修はグローバルスタディの先修条件になっています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
科学的方法を学ぶ（第 1 章） 
・科学する方法、記述と説明 、合意と信用 
＊社会問題の仮説を考える（ワークシート １） 

〇教室外学習 
毎回、教科書 や参考書等で予 
習・復習を行うこと 
★提出物 
・ワーク シート１ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 2 回 

データの種類と尺度（第 2 章） 
・データの種類、変数・仮説・ 尺度 
＊尺度別にアンケート質問を考える （ワークシート
２） 

★提出物 
・ワーク シート２ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 3 回 

調査の基本概念（第 3 章） 
・調査の種類と特徴 
＊最適な調査方法は どれか、議論する（ワークシー
ト３） 

★提出物 
・ワーク シート３ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 4 回 

観察調査＝１＝観察調査の基礎と調査研究計画書の作
成（第 4 章） 
・観察調査の種類、ミステリーショッパー（店舗観察
調査）の流れ 
＊調査研究計画書（Word）を作成する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 4 回終了後、各自で、観察調査の調査研
究計画書と観察シートを作成し、指定期日ま
でに WEBCLSS で提出する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 5 回 
観察調査＝２＝観察シート作成（第 5 章） 
・観察シート作成のポイント 
*観察シートを完成する 

〇教室外学習 
次回(第 6 回)までに、観察調査を実施する。 
【実査時間の目安 3〜4 時間（移動時間含
む）】 



★提出物 
第 5 回終了後、観察シートの再提出可。 
◆持参物 ◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・観察シートの下書き 

第 6 回 

観察調査＝３＝調査結果の整理と報告（第 6 章） 
・観察調査の結果の分析 
＊プレゼンテー ション資料（ppt）と読み原稿
（Word）を作成 
する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 6 回終了後、観察調査の発表資料と読み
原稿を完成して、指定期日までに
WEBCLASS で提出。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の観察シート 

第 7 回 

観察調査＝４＝発表準備・発表（第 6 章） 
・観察調査結果の発表 
＊発表のための準備を行う 
＊グループ内で発表（相互評価を行う）→代表者選出
→全体発表を行う 

◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 8 回 

インタビュー調査（第 7 章） 
・インタビュー調査の流れと ポイント 
＊質問を作って、インタビューをやってみる（ワーク
シート７） 

★提出物 
・ワーク シート７ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 9 回 

質問紙調査＝１＝概要①＝質問紙調査の理解とテーマ
の決定 
（第 8 章） 
・質問紙調査の流れ、調査研究計画書「背景・目的」
「仮説」の作成、レビュー 
＊ 調査研究計画書を作成する（Word） 

◯教室外学習 
質問紙調査の 研究計画書を完成する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 10 回 

質問紙調査＝２＝質問項目を考える（第 9 章） 
・目的・仮説に沿った「調査対象・方法・時期」「質
問項目」、集計・分析のイメージ 
＊調査研究計画書「調査対象・方法・時期」「質問項

◯教室外学習 
次回(第 11 回)までに調査研究計画書「背
景・目的」「仮説」を作成しておく。 
【所要時間の目安： 3 時間】 



目」「分析計画」の作成（Word） ◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 11 回 

質問紙調査＝３＝質問紙の作成（第 9 章） 
・調査項目にしたがって、質問紙を作成する、依頼文
（かがみ文）、回答の配置、ワーディング 
＊質問紙の作成（Word） 
＊グループもしくはペアで相互に回答し、改善点を議
論する 
 

◯教室外学習 
質問紙調査票の完成 
【所要時間の 目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の調査票 

第 12 回 
質問紙調査＝４＝データ分析①（第 10 章） 
・データ分析の準備と基礎的な集計 
＊既存データを用いて基礎的な集計のやり方を学ぶ 

◯教室外学習 
基礎的な集計を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 13 回 
質問紙調査＝５＝データ分析②（第 11 章） 
・分析の方法と考察 
＊既存データを用いて基礎的な分析を行う 

◯教室外学習 
分析と考察を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調 査実施後の調査票 

第 14 回 

質問紙調査＝６＝報告書の解説とまとめ（第 12 章） 
・質問紙調査の結果のまとめ方を理解する 
＊祭りのアンケート集計まとめ（Word） 
＊分析イメージをふまえて，自分で作成した調査研究
計画書と質問紙について必要な修正を行う。 
 

◯教室外学習  
★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出準備。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



第 15 回 
質問紙調査＝７＝総括 
・授業の全体のふりかえり 

★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出。 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS101-
Y82 

2.科目名 リサーチ入門 3.単位数 1 

4.授業担当教員 井上加寿子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、定性および定量型の調査・集計・分析の基本的な知識やスキルを修得するこ
とを目的 
とする。具体的な調査方法として、観察調査、インタビュー調査および質問紙調査を取り上
げ、調査の基礎を演習形式で身につける。 
なお、この科目は学部のグロ ーバルスタディ・プログラムの先修科目に指定されている。
日本とは異 
なる社会や文化を理解したり、新しい知見を得たりするには仮説検証型調査の視点が必要で
ある。この科目を通して、調査の基本を身につけてほしい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は学科 DP のうち、問題発見・解決力とコミュニケーションスキルに関連がありま
す。また、この科目で到達できる学習目標は次のとおりです。 
 ① 調査の体系・分類について説明できる 
 ② データの種類について説明できる 
 ③ 調査方法の種類について説明できる 
 ④ 初歩的な観察調査が実施できるようになる 
 ⑤ 初歩的なインタビュー調査が実施できるようになる 
 ⑥ 初歩的な質問紙調査の計画書を作成できるようになる 
 ⑦ 初歩的なデータ分析ができるようになる 

19.教科書・教材 
??茂?・藤?清 著 『知的な論?・レポートのための リサーチ??』 くろしお出版 2013 年 
（教科書販売時に購?すること。） 

20.参考文献 

・??信介 他編著 『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』 ミネルヴァ書房 2013 
ISBN 9784623066544 
・佐藤郁哉 著 『フィールドワーク―書を持って街へ出よう (ワードマップ)』増訂版 新曜
社 2006 
ISBN 4788510308 
・学習技術研究会 著 『知へのステップ 第 5 版』 くろしお出版 2019 
ISBN 487424789X 

21.成績評価 

成績は、各学習目標に対応した次の各課題の要件を満たして実施することにより合格（60
点以上）となる。 
・ワークシート１・２・３・７の１・７の２（３点×５＝15 点） 課題①②③に対応 
・観察調査 研究計画書＋観察シート（10 点） 課題④に対応 
・観察調査 プレゼン（資料＋発表）（25 点） 課題⑤に対応 
・質問紙調査 研究計画書＋調査票（40 点） 課題⑥に対応 
・質問紙調査 レポート（10 点） 課題⑦に対応 

22.コメント 

・すべての授業でノート PC を使いますので、各?で持参してください。（?分に充電してお
くこと） 
・適宜、グループワークやペアワークを?います。ただし、研究計画書、質問紙調査票、報
告書などの成果物は各?が作成します。 



・観察調査は実査を行います。必要な費?は各?負担（交通費・コピー代など）です。 
（質問紙調査は実査を行いません） 
・本科目の履修はグローバルスタディの先修条件になっています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
科学的方法を学ぶ（第 1 章） 
・科学する方法、記述と説明 、合意と信用 
＊社会問題の仮説を考える（ワークシート １） 

〇教室外学習 
毎回、教科書 や参考書等で予 
習・復習を行うこと 
★提出物 
・ワーク シート１ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 2 回 

データの種類と尺度（第 2 章） 
・データの種類、変数・仮説・ 尺度 
＊尺度別にアンケート質問を考える （ワークシート
２） 

★提出物 
・ワーク シート２ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 3 回 

調査の基本概念（第 3 章） 
・調査の種類と特徴 
＊最適な調査方法は どれか、議論する（ワークシー
ト３） 

★提出物 
・ワーク シート３ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 4 回 

観察調査＝１＝観察調査の基礎と調査研究計画書の作
成（第 4 章） 
・観察調査の種類、ミステリーショッパー（店舗観察
調査）の流れ 
＊調査研究計画書（Word）を作成する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 4 回終了後、各自で、観察調査の調査研
究計画書と観察シートを作成し、指定期日ま
でに WEBCLSS で提出する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 5 回 
観察調査＝２＝観察シート作成（第 5 章） 
・観察シート作成のポイント 
*観察シートを完成する 

〇教室外学習 
次回(第 6 回)までに、観察調査を実施する。 
【実査時間の目安 3〜4 時間（移動時間含
む）】 
★提出物 



第 5 回終了後、観察シートの再提出可。 
◆持参物 ◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・観察シートの下書き 

第 6 回 

観察調査＝３＝調査結果の整理と報告（第 6 章） 
・観察調査の結果の分析 
＊プレゼンテー ション資料（ppt）と読み原稿
（Word）を作成 
する 

◯教室外学習 ★提出物 
第 6 回終了後、観察調査の発表資料と読み
原稿を完成して、指定期日までに
WEBCLASS で提出。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の観察シート 

第 7 回 

観察調査＝４＝発表準備・発表（第 6 章） 
・観察調査結果の発表 
＊発表のための準備を行う 
＊グループ内で発表（相互評価を行う）→代表者選出
→全体発表を行う 

◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 8 回 

インタビュー調査（第 7 章） 
・インタビュー調査の流れと ポイント 
＊質問を作って、インタビューをやってみる（ワーク
シート７） 

★提出物 
・ワーク シート７ 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 9 回 

質問紙調査＝１＝概要①＝質問紙調査の理解とテーマ
の決定 
（第 8 章） 
・質問紙調査の流れ、調査研究計画書「背景・目的」
「仮説」の作成、レビュー 
＊ 調査研究計画書を作成する（Word） 

◯教室外学習 
質問紙調査の 研究計画書を完成する。 
【所要時間の目安：1 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 10 回 

質問紙調査＝２＝質問項目を考える（第 9 章） 
・目的・仮説に沿った「調査対象・方法・時期」「質
問項目」、集計・分析のイメージ 
＊調査研究計画書「調査対象・方法・時期」「質問項
目」「分析計画」の作成（Word） 

◯教室外学習 
次回(第 11 回)までに調査研究計画書「背
景・目的」「仮説」を作成しておく。 
【所要時間の目安： 3 時間】 
◆持参物◆ 



・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 11 回 

質問紙調査＝３＝質問紙の作成（第 9 章） 
・調査項目にしたがって、質問紙を作成する、依頼文
（かがみ文）、回答の配置、ワーディング 
＊質問紙の作成（Word） 
＊グループもしくはペアで相互に回答し、改善点を議
論する 
 

◯教室外学習 
質問紙調査票の完成 
【所要時間の 目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記 憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調査実施後の調査票 

第 12 回 
質問紙調査＝４＝データ分析①（第 10 章） 
・データ分析の準備と基礎的な集計 
＊既存データを用いて基礎的な集計のやり方を学ぶ 

◯教室外学習 
基礎的な集計を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 13 回 
質問紙調査＝５＝データ分析②（第 11 章） 
・分析の方法と考察 
＊既存データを用いて基礎的な分析を行う 

◯教室外学習 
分析と考察を行う 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 
・調 査実施後の調査票 

第 14 回 

質問紙調査＝６＝報告書の解説とまとめ（第 12 章） 
・質問紙調査の結果のまとめ方を理解する 
＊祭りのアンケート集計まとめ（Word） 
＊分析イメージをふまえて，自分で作成した調査研究
計画書と質問紙について必要な修正を行う。 
 

◯教室外学習  
★提出物 
１)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出準備。 
【所要時間の目安：3 時間】 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 

第 15 回 質問紙調査＝７＝総括 ★提出物 



・授業の全体のふりかえり １)調査研究計画書 
２)質問紙調査票 
３)祭りのアンケート集計まとめ 
を提出。 
◆持参物◆ 
・教科書 
・筆記用具 
・ノート PC 
・データ記憶媒体（USB フラッシュメモリ
など） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
A84 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （国内/2022ACP・多
国籍プログラム） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 林万平、橘セツ 

5.授業科目の区分 体験学修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修ある
いは選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件 「リサーチ入門」を履修済みであること。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本プログラムでは、主として「災害復興」の視点に基づいて、「自然災害と安全・安心」に
関する国内外の取り組みについて学ぶ。さらに、参加学生の出身国や地域社会の問題に引き
つけて、「自然災害と安全・安心」に関する課題について考察し、今後の取り組みを考え
る。併せて、学習の過程を通し日本人学生と留学生とが相互の文化･価値観の相違を理解
し、コミュニケーションを通じての汎用的能力育成や相互理解を図る。 
プログラムは事前学習、期中活動、事後学習の３部構成となっている。事前学習では講義形
式で基本的な知識について学ぶ。期中活動では、神⼾市周辺を対象としたフィールド調査を
実施する。事後学習としては、事前学習〜フィールド調査で得られた知見や調査結果を元
に、成果報告に向けた報告書の完成とプレゼンテーションを実施する。 
プログラムは、ACP 提携校からの外国人学生と関⻄国際大学の学生が協働で実施する。フィ
ールド調査の結果や分析、各自が持ち寄ったテーマや課題に基づいた GW 等、プログラム参
加にあたっては、グループ単位での共同作業が前提となる。外国人学生との交流が必須とな
るため、日常会話だけでなく調査研究の議論についていける程度の英語力が必須となる
（TOEIC４５０点以上が目安）。日本人のみでのグループ構成は行わない。 
プログラム内容（仮） 
講義 1 「世界の災害政策と阪神・淡路大震災」 
講義 2 「日本の災害対応」 
講義 3「災害復興と都市の発展」 
フィールドリサーチ 
 兵庫県自治体、神⼾市役所、ひょうご震災記念２１世紀研究機構、アジア防災センター、
他被災地の現場や⺠間組織 
（いずれも仮） 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（2）社会的貢献性（4）問題発見・解
決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
① 日本の災害政策に関する基礎的な知識について説明できる。 
② 神⼾市の災害復興の現状やその課題について報告できる。 
③ 諸外国における災害復興の事例と国内の事例を比較して、復興課題や政策対応の相違点
について説明できる。 

19.教科書・教材 
適宜紹介するが、以下を推奨する。 
林敏彦「大災害の経済学」PHP 新書 

20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

成績評価は、次の方法にて、各学習目標が達成されているか（できるようになっているか）
を確認する。全項目を達成したうえで、合計点が 60 点以上で合格となる。 
課題 1：事前学習と課題レポートの提出 20％  【学習目標①に対応】 
課題 2：フィールド調査と調査結果のレポート提出 30％    【学習目標②、③に対応】 



課題 3：事後学習とフィールド調査の報告書提出 20％   【学習目標②、③に対応】 
課題 4：成果報告および学内発表 30％   【学習目標①、②、③に対応】 
プログラムの性質上、事前・事後学習、ま 

22.コメント 

・プログラム日程には原則全て参加することが求められる。 
・ACP 協定校との共同作業が前提となるため、英語での日常会話やディスカッションを行う
能力が必要となる。 
・感染症の流行伴って、プログラム内容が事前の予告なく変更となる可能性がある。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学習
（第１回〜
３回） 
日程はプロ
グラム参加
確定時に改
めて周知す
る。 

【事前学習】 
・阪神淡路大震災の被災直後の政策対応から⻑期的復
興までを講義形式で学ぶ 
・東日本大震災からの復興とその課題について学ぶ 
・世界の都市再生や災害復興事例について学ぶ 

個人ワーク： 
教科書の読解及び関連知識の収集 
とレポート作成 
グループワーク： 
フィールド調査の実施に向けた調査関心の設
定や質問項目の検討 
＊事前学習においては、日本人学生のみを対
象とするため、ACP 提携校からの学生と共
同作業をする前提で上記作業を行うこと。 

期中活動
（第４回〜
第１１回） 
日程はプロ
グラム参加
確定時に改
めて周知す
る。 

【期中活動】 
神⼾市の被災地、自治体、⺠間組織、人と防災未来セ
ンター等、訪問先での災害復興に関するフィールド調
査を実施する。 

個人ワーク： 
調査先での調査記録の執筆及び提出 
グループワーク： 
成果報告書やプレゼンテーションに向けた準
備 

事後学習
（第 12〜15
回） 
日程はプロ
グラム参加
確定時に改
めて周知す
る。 

【事後学習】 
事前学習と期中活動で得られた知見及び調査結果を元
に、各グループで設定した調査テーマに関するレポー
トを執筆し、提出する。さらに、成果報告のプレゼン
テーションを準備し、各グループ毎に実施する。 
  
 

学内発表会への参加に向けた準備 

成果報告会 
学内発表会（日程未定）において、ポスターセッショ
ン形式で成果報告を実施する。全員が発表者になれる
よう準備しておくこと。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
A85 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （国内/2022 冬神
⼾） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 吉田武大、山本晃輔 

5.授業科目の区分 体験学修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修ある
いは選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、実習（学外活動） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【テーマ】 
外国籍児童のアイデンティティとダイバーシティを考える 
【目的】 
 本プログラムでは、⻑田区フィールドワークや NPO 法人神⼾定住外国人支援センター事
業の外国籍の子どもへの学習支援を通して、子どものアイデンティティ形成にかかる問題や
社会の不条理などを探索的に検討し、多様性を尊重する姿勢や態度を身につけることを目的
とする。 
【概要】 
 日本に在住する外国籍の子どもは、彼ら自身の意図とは異なる意思決定によって異国の地
で生活しなければならず、獲得する言語や受ける教育など、日常生活上の違和を覚えること
がある。それらを解消するべく、子どもの権利条約や SDGs では、不平等をなくすことや等
しく教育を受ける権利を認めるなど、コミュニティレベルでの多様性理解を進める動きが加
速している。 
 活動地域である神⼾市⻑田区では、地場産業の担い手として外国人労働者を受け入れてい
たが、阪神淡路大震災や地場産業の衰退によって、コミュニティの変容が進んでいる。そう
いったコミュニティのなかで、子どもはどのように育っていくのか、あるいはどのように育
てるのかを検討しなければならない。外国籍の子どもにとってのアイデンティティ形成、そ
して多様性を認めるコミュニティのあり方などを模索していくことが課題となろう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的貢献性、(3)多様性理解、(4)
問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
子どものアイデンティティ形成にかかる問題や社会の不条理などを探索的に検討し、多様性
を尊重する姿勢や態度を身につけることをねらいとし、以下の学習目標を設定します。 
①文献を通じて、活動地域における外国人集住の歴史的背景と現状について説明できる 
②子どもとの関わりの中から、彼ら自身の日常生活上の課題を抽出することができる 
③自身の多様性に対する思考様式（枠組み）がどのような 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する 

20.参考文献 金宣吉（2014）「国際化と都市政策が生みだした神⼾市⻑田区への外国人集積 : グローバリ
ゼーションが引き起こすマイノリティの周辺化」『海港都市研究』9,27-41 

21.成績評価 

【課題 1】事前学習レポート 20％ 学習目標 1 に対応 
・提示した文献と自身で収集した文献を用いて、「外国籍児童の生活上の課題」をまとめる 
・1600 字程度 
・提出：1 月末（webclass 提出） 
【課題 2】活動日報 20％ 学習目標 2、3 に対応 
・現地活動ごとにふりかえりシートを作成する 
・現地活動は一人当たり 5 回を予定 
【課題 3】活動実施報告 20％ ※グループ 学習目標 2、3 に対応 
・最終レポートのテーマに関するグループディスカッションとその内容のプレゼンテーショ



ンを行う 
【課題 4】最終レポート 

22.コメント 
・コロナ感染症の状況によって、期間の短縮、プログラムの中止等になる場合があります。 
・本学の感染症対策ガイドラインを十分に理解しておいてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 第 1 回 
オリエンテーション 

〇事前学習では、遠隔（zoom）を活用する
場合があります 

 
第 2 回 
・メンバーの理解 
・外国籍児童問題に関する学習 

 

 
第 3 回 
・グループワーク：外国籍児童問題に関する学習 
・活動地域の学習① 

 

 第 6 回 
・活動地域のフィールドワーク 

 

 
第 5 回 
・活動地域の理解② 

★【課題 1】事前学習レポート ※1 月末提
出 

 
第 6 回 
・活動受入団体の理解※マッチング  

 
第 7 回 
・現地活動 〇【課題 2】活動日報の作成 

 第 8 回 
・現地活動 

〇【課題 2】活動日報の作成 

 
第 9 回 
・現地活動 

〇【課題 2】活動日報の作成 

 
第 10 回 
・現地活動 

〇【課題 2】活動日報の作成 

 
第 11 回 
・現地活動 〇【課題 2】活動日報の作成 

 第 12 回 
・グループワーク：活動で得たことの整理 

 

 
第 13 回 
・グループワーク：グループプレゼンテーションに向
けた準備 

◎【課題 3】プレゼンテーションの準備 

 第 14 回 
・プレゼンテーション：グループプレゼンテーション 

 

 
第 15 回 
・プログラムの総括 

★【課題 4】最終レポート ※5 月末提出予
定 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
A86 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （国内/2022 冬三田
市） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 体験学修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修ある
いは選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本プログラムは、兵庫県三田市で外国に関わりのある児童・生徒を対象に日本語教育支援や
学校の課題に対する支援を行い、また、三田市に住む外国の人や外国に関わりのある子ども
たちの実態や課題を理解し、異文化・多様性理解の促進を行うものである。 
 活動は、１）事前学習として、三田市国際交流センターの職員による講義を受けるととも
に、現地活動の事前準備を行う。２）三田市国際交流センター実施の学習教室 SKIP の活動
に、支援者として参加する。３）事後学習として、活動の振り返りや追加調査を行い、外国
にゆかりのある子に対する支援の在り方を考える。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.外国にゆかりのある子の実態に関し、自ら調べたり講師の話を聞くことにより、その実態
をまとめることが出来る。また、外国にゆかりのある子の課題を把握することが出来る。 
2.外国にゆかりのある子の実態に即し、学習支援を行い、支援の方法の在り方について振り
返ることが出来る。 
3.国内における多様性理解の重要さに気づき、学校現場等での支援に関してどのように関わ
っていくべきかを記述することが出来る。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

１．事前学修（30％） 
 ・外国に関わりのある子どもの実態・課題について 
 ・日本語教育について 
 ・各講義のノート評価 
２．現地での活動の様子と活動記録（40％） 
 ・現地での活動に関して、積極性・自主性・協調性・子どもたちや外国の方とのかかわり
方 
 ・活動記録 
３．事後学修（30％） 
 ・最終レポート 
 ・発表資料及び発表内容 

22.コメント 

遅刻・欠席や課題を提出しないなど、事前学修に問題がある場合は、履修を取り消します。
学内だけで簡潔するプログラムではなく、三田市国際交流協会や子どもたちとの関わりな
ど、多くの方の協力を得て成り立つプログラムですので、高い意識を持ち、責任が伴うこと
を自覚して、プログラムに臨んでください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１，２回 
事前学習１ 
 ・児童福祉の概要 
 ・事前課題①の整理と外国に関わりのある子どもた

事前課題① 
 ・外国に関わりのある子どもたちについ
て、調べ、A4 用紙 1 枚以上にまとめてくる



ちの概要 
事前学習２ 
 ・国際交流協会の職員による講義（1 回目） 
  ・三田市に住む外国人の概要・特徴 
  ・外国に関わりのある子どもたちの概要 

こと。特に三田市の現状が分かるとよい。 

第３、４回 

事前学習３ 
  ・国際交流協会の職員による講義（2 回目） 
   ・日本語学習の概要とポイント 
   ・学習教室「ステップ」の概要と注意点 
事前学習４ 
 ・「ステップ」・国際交流イベントの事前準備① 

事前課題② 
 ・日本語教育について概要を調べ、A4①
枚以上にまとめてくること。なお、国語教育
との違いが分かるようにまとめること。 

第５，６回 

事前学習５ 
 ・「ステップ」・国際交流イベントの事前準備② 
事前学習６ 
 ・「ステップ」・国際交流イベントの事前準備③ 

事前学習１〜４の内容に関して、講義内容で
重要だと感じた点をまとめ、感じたことも含
めて、A42 枚程度にまとめておくこと。（提
出は現地活動レポートと同時に現地活動後に
提出してもらいます。） 

現地活動 

１．学習教室「ステップ」での学修支援活動（計 4
日間を予定） 
２．国際交流イベントへの参加と事前準備（1 泊を伴
う 2 日間を予定） 

・活動記録を毎日作成すること。 
・別途指示する提出日までに、事前学習のま
とめ、活動記録、活動レポートを 1 つのレ
ポートとして提出すること。 

第７、８回 

１．活動記録をもとに、活動から得られたことを、グ
ループディスカッションや言語化を中心とした活動に
より深める。 
２．活動記録等をもとに、個人発表資料をパワーポイ
ントで作成する。 

 

第９、１０
回 

１．事後課題に関して、グループ内での発表、及び教
員との個別面談により課題の修正箇所を把握する。 
２．事後課題を修正する。 

事後学習課題 
 ・東南アジアを中心に各国の教育の歴史・
現状・課題・日本との関わり（支援・交流な
ど）について、調べ、レポート及びパワーポ
イントにまとめてくること。 

第１１、１
２回 

１．事後学習課題を科目内で発表する。 
２．合同発表会へ向けた準備を行う。 

修正後の事後課題と個人の発表資料、全体発
表資料を Webclass に提出すること。 

合同発表会 グローバルスタディーの合同発表会での発表・参加  
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
M82 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （国内/2022 冬三木
市） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 体験学修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修ある
いは選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 「地域防災減災論」を履修済みであるこ
と。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本プログラムでは、三木市ならびに在住外国人の方々と関わりながら、三木市に在住する外
国人の災害対応のための支援方策を企画・実施し、その成果を報告にまとめる。 
三木市では現在、44 か国、約 1,600 名の外国人住⺠が暮らしている。近年の災害増加の状
況を受け、平成 26 年度より、三木市は国際交流協会の日本語教室や公⺠館などにおいて、
日本の災害及び災害時の避難情報や避難所、三木市安全安心ネットへの加入について説明を
行なってきた。しかし、実際に避難情報が発信されても、外国人の避難者は多く見られな
い。地方行政にとっては、その理由を検証し、現状の打破を図ることは至急な課題となって
いる。本プログラムは、その課題の解決に寄与しようとするものである。 
プログラムでは、三木市における在住外国人とその災害対応支援の現況を把握する一方で、
在住外国人からのヒアリングや共同作業などを通じて、課題の要素を確認し、ワークショッ
プなどを企画・実施することで外国人の防災・減災意識の向上を促す。 
プログラムの最後には、プログラムの協力者、関係者へ成果発表を行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

三木市における在住外国人への防災対応支援に貢献できるようになることを目的として、以
下の項目を本プログラムの学習目標とする。 
① 外国人向けの防災サービスの現況について説明できる 
② 三木市の外国人住⺠向け防災サービスにおける課題点への対応方策を企画できる 
③ 三木市外国人防災意識向上のための提案を三木市関係者に報告できる。 

19.教科書・教材 適宜、資料等を配付する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

成績評価は、次の方法にて、各学習目標が達成されているか（できるようになっているか）
を確認する。全項目を達成したうえで、合計点が 60 点以上で合格となる。 
課題 1：事前学習 [個人ワーク①〜②] 10％  【学習目標①に対応】 
課題 2：企画書案 [GW①②  10％    【学習目標②に対応】 
課題 3：実施（例）防災クイズ [個人ワーク③〜⑦]20% ＋ ワークショップ [GW③④] 
20％   【学習目標③に対応】 
課題 4：結果報告 [個人レポート] 20% ＋学内発表 [GW⑤] 20％   【学習目標 

22.コメント 

・グループ活動では、個々の貢献度をあとで説明できるよう、あらかじめ意識して活動に参
加しよう。 
・プログラム実施に関連するすべての資料や提出物は原則 Web class を利用する。 
下記の日程記載は前年度のものであり、今年の実施日は後日更新する 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1，2 回 
12 月 12 日
（土） 

【事前学習①】9：00〜10：00 
・自己紹介＆チームビルディング 
・三木市 HP などで情報を収集し、各自で「知りたい

 
個人ワーク（以下 PW）①：三木市について
調べよう 



9：00〜12：
30 
場所：大学 
※以下、日
程は変更と
なる場合が
ある。 

ことリスト」を作る。 
【事前学習②】10：00〜12：30 
・三木における外国人の現状と課題を知る 
講師：三木市国際交流協会・河越事務局⻑ 
・行政による防災対策、他団体の取り組み事例から現
状の課題を知る 
講師：三木市危機管理課 本岡課⻑  
 

グループワーク（以下 GW）① ：三木市在
住外国人について知りたいことリスト  
 

第 3 回 
1 月 15 日
（木）6 限 
or 1 月 16 日
（金）5 限 
大学 
 

【事前学習③】 
・外国人との交流を図るためのやさしい日本語の習得 
GW② 
・活動プラン作り 
・バスツアーのチラシ作り 
 

PW②学習内容のまとめ 
 

第 4 回 
1 月 18 日
（月） 
19：00〜
20：30 
場所：三木
市国際交流
センター
（予定) 

【学外活動①】外国人のための日本語教室に参加 
・やさしい日本語の習得 
・外国人の方とのコミュニケーションを図り，防災意
識を知る 
  
 

PW③振返り，学習内容のまとめ 

第 5 回 
1 月 23 日
（土） 
9：00〜12：
00 
場所：三木
市⺠活動セ
ンター 

【学外活動②】 
・ブラジル人家族と交流し，外国人の防災意識の確認
や防災減災のためのニーズを知る 

PW④振り返り，異文化コミュニケーション
＆問題発見 
 

第 6 回 
1 月 25 日
（月）19：
00〜20：30 
場所：三木
市国際交流
協会 
 

【学外活動③】 
・日本語教室に参加し，外国人との交流を通して、在
住外国人（技能研修生など）の生活実態や防災意識を
把握し、対策案を考える。 
 

・PW⑤:振り返り，異文化コミュニケーショ
ン＆問題発見 
 

第 7，8 回 
2 月 6 日
（土） 
9：00〜14：
50 
場所：兵庫
県立防災セ
ンター，大

【学外活動④】 
午前：バスツアーの実施（外国人と一緒に兵庫県立防
災センター見学） 
午後（大学）：GW③:振返り，次回内容の企画 
 

PW⑥振り返り 
 



学 
第 9・10 回 
2 月 13 日
（土） 
場所：三木
市国際交流
協会/三木市
街 

【学外活動⑤】 
・（ワークショップ実施）在住外国人のための「防災
意識高めようクイズ大会（例）」や避難訓練？ 
・外国人ファミリーと一緒に避難ルートや避難所の確
認 
 

PW⑦:振り返り  
GW④:活動を記録、振り返り 

第 11 回 
2 月 13 日
（土）13：
30〜15：00 
場所：大学 

GW④： 
・三木市の関係者へ活動結果報告＆今後に向けての提
案の資料作成 

GW④プレゼン資料 

第 12 回 
2 月 27 日
（土） 
場所：三木
市国際交流
協会 

【学外活動⑥】 
・三木市の関係者へ活動結果報告＆今後に向けての提
案 

PW:振り返り⑧ 
 

第 13・14 回 
３月３日
（水） 
場所：大学 

【事後学修①】 
・ 個人最終レポート作成 
・GW⑤:プログラムの振り返り、学内報告用ポスター
＆プレゼン資料作成 

提出物： 
個人レポート 
GW プレゼン資料 

第 15 回 
4 月（日程調
整中） 
場所：大学 

【事後学修②】 
最終プレゼンテーション：学内向け報告 [グループ] 
 

提出物 
・ポスター 
・現場発表スライド [グループ] 

   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y81 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （中国/2022 冬⻄
安） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 清水拓野、劉争 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

・「リサーチ入門」を修得済みであること 
・履修予定である o r 中国語の授業を履修
済みであることが望ましい（必修ではあり
ません） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業では、唐の都・⻑安でもあった中国有数の観光地の⻄安を対象に、文化遺産と観光
資源に対して理解を深め、日本との比較の中でグローバルな視点を獲得していくことを目指
します。同じ東アジアにありながら、社会主義思想による国⺠文化の形成を目指してきた中
国は、日本とは大いに異なる伝統文化の捉え方をしており、それを単に保護するだけでな
く、時代に即して発展させていくべきものとしています。そして、歩んできた歴史も違うの
で、文化遺産や観光資源の特徴も大いに異なります。革命時代が終わる 70 年代末までは、
人々は自由に観光する余裕もなく、文化遺産も時代の荒波の中で破壊の対象となっていまし
た。しかし、80 年代以降の高度経済発展によって国が豊かになると、中国に観光ブームが
到来し、2000 年代になってユネスコの文化遺産政策と関わりを深めると、中国に文化遺産
ブームが到来しました。 
 本授業では、そうした独特の歴史と伝統文化の捉え方をする中国の⻄安で、大雁塔、大唐
芙蓉?、⻘龍寺、楊貴妃と関わる華清池、国定無形文化遺産の秦腔、則天武后の陵墓・乾陵
などを訪れます。これらは、唐文化の再現をキーワードに街づくりをする⻄安の文化遺産や
観光地であり、遣唐使関連のものとして日本との繋がりを持つものも含みます。本授業で
は、これらが唐文化イメージの再現と関連して、人々にどのように宣伝され、どのように捉
われているかを理解するとともに、どのように観光と結びついているかも（with コロナの状
況も含めて）考察していきます。現地では、日中の懸け橋となって活躍する⻄安の旅行社の
人の話を聞いたり、⻄安の協定校である⻄安外事学院・日本語学科の学生と、日中の文化遺
産や観光資源に関するプレゼン交流をしたりもする予定です。 
 さらに、事前学修では、日本の文化遺産や観光資源との違いをよりよく理解するために、
⻄安と姉妹都市であり、遣唐使から戻ってきた者たちが⻑安をもとに作った京都で、中国人
観光客が「よく保存された唐文化の名残り」として注目する文化遺産や観光資源なども含
め、フィールドワークする予定です。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

「中国の文化遺産・観光資源に関するフィールドリサーチ」と題する授業であり、日中の文
化遺産や観光資源の違いについて理解を深め、観光や伝統文化に関するグローバルな視点を
獲得したい人を求めています。また、中国文化に興味があり、日中関係を前向きに捉え、日
本語を学ぶ中国人学生と積極的にコミュニケーションが図れる人が望ましいです。 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(5) コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 授業時に配布予定 
20.参考文献 授業時に配布予定 



21.成績評価 

事前学修課題 20％ 
期中課題 20％ 
最終レポート 30％ 
最終報告会プレゼン 30％ 

22.コメント 

応募資格は以下の通りです。 
・2 年生以上でプログラム説明会に参加していること 
・学費納入 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加 
・海外旅行傷害保険加入ほか、必要な渡航準備が締切までにできること 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

現時点の仮予定としては、以下の通りです。 
２０２２年３月１日（●）〜３月 12 日（●）（12 日
間） 現地の情勢によって変更する場合があります。
コロナで行けなくなった場合、オンライン開催するこ
ともあります。 
事前、事後学修の予定は以下の通りです。 
事前：２０２１年１１月〜２月 事後：２０２２年３
月〜４月 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y82 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （ブータン/2022
冬） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 松井幸太、道免逸子 

5.授業科目の区分 体験学修 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 ・「リサーチ入門」修得済みであること 
・「臨床心理学」履修済みが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 経験学習 

16.履修制限 

【応募資格】 
・2 年生以上でプログラム説明会に参加していること 
・学費納入 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加すること 
【定員】 
15 名 

17.授業の目的と概要 

本プログラムは、ブータンに生きる人々との交流やインタビューなどの調査を通して、人に
とっての幸せとは何かを追究し、現在の日本において幸せに生きるためのヒントを得ること
を目的としている。 
「世界一幸せな国」として脚光を浴びたブータンは、国⺠の所得や国⺠総生産（GDP）では
世界最下位の水準にある貧困国である。一方、1972 年にブータン国王により、国⺠総幸福
量（GNH）という概念を提唱され、国家の発展を図る主要な尺度を国内総生産（GNP）で
はなく国⺠総幸福量（GNH）とすると宣言したことで、世界的な注目が集まった。国⺠の
97%が「幸せである」と回答していたことでも有名であるが、近年ではブータンにおける近
代化に伴い、生活様式の変化が顕著である。かつてはなかったような問題（少年犯罪、失
業、アルコール、薬物など）が生じてきている。こうした背景をもつブータンの国⺠性や生
活様式に対する理解を深める活動を通して、人にとっての幸せとは何かを追究し、また高度
経済成⻑を遂げてきた日本の変化と重ね合わせながら、近代化によって得たもの、失われた
ものについて検討していく。 
なお、本プログラムでは、「ブータンが世界一幸せな国」であるとしてしまうことには、統
計的手法によるミスリードも含まれていることに注意しながら、統計的研究手法に対する理
解も深めていく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

?ブータンにおける幸福感をもとに、日本人にとっての幸福について自分の考えを表現でき
る。 
?心理学的研究手法を学び、研究報告書を作成することができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

①事前活動：レポートび課題（個人）：30％ 
②期中：活動記録：20％ 
③事後活動：研究報告書（個人）：20％ 
④事後活動：活動のまとめ（個人スライド）：30％ 

22.コメント 

臨床心理学や人の生き方（幸福）に関心があり、主体的に行動できる学生であることが前提
となる。 
人の生き方に触れる活動であるため、多様な価値観を受け入れる姿勢、人への配慮や繊細さ
が求められる。国外の活動であるため、フィールドリサーチを行える基礎体力や健康管理も
必要である。 



23.オフィスアワー 

松井 
金曜昼休み 
道免 
研究室オフィスアワー：金曜日・２限 山手 
センターオフィスアワー：⽕曜日・昼休み 三木ライブラリー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
（11 月頃） 

 
プログラムオリエンテーション 

 

第 2-4 回 

事前学習 
【現状の課題を知る（ブータンと日本の歴史および現
在の諸問題）】 
 ブータンの歴史について学ぶとともに、ブータン人
の生活がどのように変化してきているのかについて理
解を深める。また、ブータンの歴史と比較して、日本
人の生活様式がどのように変化してきたのかについて
理解を深めると同時に、現在のコロナ禍において新し
く求められる生活様式について考える。 

ブータンに関する事前レポートの提出 

第 5-7 回 

事前学習 
【在ブータン経験のある有識者による講話】 
日本人からみたブータンの暮らしや幸福感について、
講話を聴き、理解を深める。 
【統計的手法に対する理解を深める】 
統計の基礎をおさらいし、国⺠総幸福量（GNH）の
算出方法について理解を深める。 
【幸福感に対する理解を深める】 
人の「幸福感」を扱った先行研究をレビューするとと
もに、ブータン人における幸福、日本人における幸福
について考える。 

統計手法および幸福感に関する事前レポート
の提出 

第 8-10 回 

事前学習 
【臨床心理学に関する質的研究の手法に対する理解を
深める】 
臨床心理学的研究に求められる研究手法について、主
にインタビューや描画法について理解を深める。 

臨床心理学に関する事前レポートの提出 

第 11-30 回 

経験学習 ５日間 
【交流・意見交換プログラム】 
ペルキルスキールの生徒との意見交換、調査および交
流。 
・日本とブータン双方の生活様式の変遷や幸福感につ
いて意見交換 
・「幸福感」に関する調査（インタビュー法、質問紙
法、描画法） 
・異文化理解のための交流活動 

 

第 31-33 回 
 

事後学習 
【「幸福感」に関する質問紙調査のまとめ】 
「幸福感」に関する質問紙調査の結果をまとめ、発表
する。 

質問紙調査の結果レポートの提出 

第 34-36 回 
事後学習 
【描画法およびインタビュー調査のまとめ】 

インタビューおよび描画法のレポートの提出 



描画法およびインタビュー調査の結果をまとめ、発表
する。 

第 37-39 回 

事後学習 
【研究報告書のまとめ】 
「幸福感」に関する質問紙調査および描画法、インタ
ビュー調査の結果を研究報告書にまとめ、発表する。 

研究報告書の提出 

第 40，41 回 
事後学習 
【GS 全体報告会】 

 

第 42 回 

事後学習 
【ふりかえりとまとめ】 
GS 報告会を受けて、活動全体のふりかえりとまとめ
を行う 
 

 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y83 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （2022 冬海外インタ
ーンシップ） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件 リサーチ入門 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

・2 年生以上 ・学費納入 ・欠席調査 ・リサーチ入門修得済 ・原則ＧＰＡ2.0 以上 
・事前事後学修、ならびに学内、学外に向けた活動報告会等への参加 
・海外旅行傷害保険加入、旅行代金の入金等、必要な渡航準備が締切までにできること 
・保護者の承諾が得られること（同意・誓約書の提出）  
・修得単位数（海外インターンシップⅠⅡは１年修了時３０単位以上、Ⅲは３６単位以上） 
・アドバイザー推薦書 ・エントリー時に面接 
・TOEIC、英検、その他の英語スコアシートのコピーを提出できること 

17.授業の目的と概要 

本科目は海外でのインターシップです。 
 企業の仕組みや作業の流れ、組織内の人間関係などを、実際に体験することにより理解を
深めるとともに、就業意識を高めます。これまで自分たちが学修してきたことを、海外の企
業という現実の場で実習することにより、体験的にその有効性を確認し、また、現実社会に
おける様々な現象を、今後の大学での学習にフィードバックすることが重要です。 
 授業は 「事前学修」、「実習」、「事後学修」という３つの内容となります。「事前学修」
では、企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマナー、その他必
要なスキルを習得します。また、実習により達成すべき課題（実習計画）を作成します。
「実習」は、各企業の受入担当者の指導に基づき実施されます。「事後学修」では、振り返
りを行ない、全体のまとめの発表、最終レポートの提出をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①「多様性理解」（レベル 3）自分の価値観と異なる価値観や社会的・文化的背景を尊重し
て、交流することができる。 
具体的には、海外のインターンシップ先で見られる異なる価値観や、社会的・文化的背景に
関心を持ち、違いがあることを受け入れ、それを尊重しながら、実習するできる。 
②「情報収集・活用力」（レベル 3）多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集し
て、要点を整理・保存しながら、自分の主張やアイディアを裏づけることができる。 
具体的には、事前学修、現地活動、事後学修等において、積極的に情報収集に取り組み、 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 必要に応じて提示 

21.成績評価 

・実習ノート（実習期間中の毎日の記録及び担当者の確認） 50% 
・実習評価書（受入担当者からの評価） 30% 
・全体のまとめ、振り返りプレゼンテーション 10% 
・最終レポート 10% 

22.コメント 

・単独参加が原則となりますから、受講者には自立・自律、責任感が強く求められます。 
・企業等の外部機関のご好意により実施されるため、個人の勝手な都合により欠席（欠
勤）・遅刻などをしてはなりません。もし、急病等によりやむを得ず休まなければならない
事態が生じた場合には、必ず事前にその旨を先方に連絡しなければなりません。 
・参加に要するすべての費用は各自の負担となり、報酬等は一切受け取ってはなりません。 
・事前、事後学修には必ず出席しなければなりません。 
・事前学修は応募者全員が出席可能な日時に設定致します。従っ 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

【事前学修スケジュール】 
以下の事前学修を予定していますが、プログラムの順
番・内容は変更されることがあります。 
第 1 回 インターンシップガイダンス 
第 2 回 実習先及び国・地域の研究・事前調査  
第 3 回 ビジネスマナー研修、インターンシップの
心得  
第 4 回 目標設定と実習計画の作成１ 
第 5 回 目標設定と実習計画の作成２ 
第 6 回 総括 

 

 
【現地活動スケジュール】 
受け入れ先と相談の上、個別に決定します。 

 

 

【事後学修スケジュール】 
以下の事後学修を、9 月に予定しています。 
第 1 回 最終レポートの作成 
第 2 回 全体のまとめ、振り返りプレゼンテーショ
ン 
第 3 回 グローバルスタディ全体報告会 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS104-
Y51 

2.科目名 地域研究（アジア圏） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの東アジアの国や地域について紹介する授
業です。東アジアのこうした隣国について理解を深めるとともに、将来こういう国や地域に
行ったり、これらの国や地域の人たちと接したりする時に必要となる予備知識をつけること
を目的としています。授業では、これらの国や地域の映画なども紹介します。東アジアの映
画やドラマが好きな方にはとても楽しめる授業です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●自分の持つ価値観とは異なる価値観を持つ人がいるということを理解できる 
●自分の考え方や行動の仕方について振り返ることができる   
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 

19.教科書・教材 授業時に参考資料を配布します 
20.参考文献  

21.成績評価 
①映画の感想レポート 30％、②プレゼンテーション 30％、③リアクションペーパー（授業
内容のまとめを書いて授業後に毎週提出するもの）10％、④期末レポート 30％ 

22.コメント 

日本の隣国であるにも関わらず、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの国や地域について
よく知らない人は意外と多いと思います。しかし、日本が政治や経済や文化などのいろいろ
な分野で関わる重要な隣国なので、こうした東アジア諸国のことについて理解を深めること
はとても重要です。特に、真の国際人になりたい、あるいは、将来国際的に活躍したい、と
思っている方は、まずは日本に近接する東アジア諸国について知識を深めておくことは重要
です。 
この授業は、そうした目的を持っています。授業では、映像資料を多用した講義やプレゼン
テーショ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 授業の紹介、講師の紹介など  

第２回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 3 回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 4 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 5 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 



 

第 6 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 7 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 8 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 9 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 10 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 11 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 12 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 

 

第 13 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表）  

第 14 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
 

 

第 15 回 授業のまとめと復習  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS104-
a51 

2.科目名 
地域研究（アジア圏） （遠隔 ※神⼾山手発
信） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの東アジアの国や地域について紹介する授
業です。東アジアのこうした隣国について理解を深めるとともに、将来こういう国や地域に
行ったり、これらの国や地域の人たちと接したりする時に必要となる予備知識をつけること
を目的としています。授業では、これらの国や地域の映画なども紹介します。東アジアの映
画やドラマが好きな方にはとても楽しめる授業です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●自分の持つ価値観とは異なる価値観を持つ人がいるということを理解できる 
●自分の考え方や行動の仕方について振り返ることができる   
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 

19.教科書・教材 授業時に参考資料を配布します 
20.参考文献  

21.成績評価 
①映画の感想レポート 30％、②プレゼンテーション 30％、③リアクションペーパー（授業
内容のまとめを書いて授業後に毎週提出するもの）10％、④期末レポート 30％ 

22.コメント 

日本の隣国であるにも関わらず、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの国や地域について
よく知らない人は意外と多いと思います。しかし、日本が政治や経済や文化などのいろいろ
な分野で関わる重要な隣国なので、こうした東アジア諸国のことについて理解を深めること
はとても重要です。特に、真の国際人になりたい、あるいは、将来国際的に活躍したい、と
思っている方は、まずは日本に近接する東アジア諸国について知識を深めておくことは重要
です。 
この授業は、そうした目的を持っています。授業では、映像資料を多用した講義やプレゼン
テーショ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 授業の紹介、講師の紹介など  

第２回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 3 回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 4 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 5 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 



 

第 6 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 7 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 8 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 9 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 10 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 11 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 12 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 

 

第 13 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表）  

第 14 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
 

 

第 15 回 授業のまとめと復習  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS104-
m51 

2.科目名 地域研究（アジア圏） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの東アジアの国や地域について紹介する授
業です。東アジアのこうした隣国について理解を深めるとともに、将来こういう国や地域に
行ったり、これらの国や地域の人たちと接したりする時に必要となる予備知識をつけること
を目的としています。授業では、これらの国や地域の映画なども紹介します。東アジアの映
画やドラマが好きな方にはとても楽しめる授業です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●自分の持つ価値観とは異なる価値観を持つ人がいるということを理解できる 
●自分の考え方や行動の仕方について振り返ることができる   
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 

19.教科書・教材 授業時に参考資料を配布します 
20.参考文献  

21.成績評価 
①映画の感想レポート 30％、②プレゼンテーション 30％、③リアクションペーパー（授業
内容のまとめを書いて授業後に毎週提出するもの）10％、④期末レポート 30％ 

22.コメント 

日本の隣国であるにも関わらず、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの国や地域について
よく知らない人は意外と多いと思います。しかし、日本が政治や経済や文化などのいろいろ
な分野で関わる重要な隣国なので、こうした東アジア諸国のことについて理解を深めること
はとても重要です。特に、真の国際人になりたい、あるいは、将来国際的に活躍したい、と
思っている方は、まずは日本に近接する東アジア諸国について知識を深めておくことは重要
です。 
この授業は、そうした目的を持っています。授業では、映像資料を多用した講義やプレゼン
テーショ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 授業の紹介、講師の紹介など  

第２回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 3 回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 4 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 5 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 



 

第 6 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 7 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 8 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 9 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 10 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 11 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 12 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 

 

第 13 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表）  

第 14 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
 

 

第 15 回 授業のまとめと復習  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS105-
Y51 

2.科目名 日本事情 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 

日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 
展開科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、政治、社会、文化、歴史、宗教、生活習慣、社会問題など様々な側面から、日
本を捉えることに よって、日本への理解を深めることを目的とする。また、その過程で、
今後、日本が、あるいは世界がどの ような方向に進んでいくべきかを議論し、論理的かつ
柔軟な思考を養う。 本授業は、英語と日本語の両方で行う。また時事的な問題を取り込む
こと、また留学生の国籍や人数によ って、比較すべき項目を柔軟にシフトしながら授業で
扱う項目を変更しつつ行っていくので、本シラバ スに記載されていない日本の側面を扱う
こともある。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 特になし(適宜レジュメを配布する) 

20.参考文献 

1「新・英語で語る日本事情 」江口裕之 (著), ダニエル・ドゥーマス (著) 
2The Politics, Diplomacy Issues and Society of Japan 日本事情―政治・外交・社会編 
山久瀬洋二 (著者)、ダニエル・ワーリナ (著者) 
3The Geography, People and Language of Japan 日本事情―地理・人・言語編 
山久瀬洋二 (著者)、ダニエル・ワーリナ (著者) 
4The Politics, Diplomacy Issues and 

21.成績評価 

小課題・グループワーク等 30%   
中間テスト 30% 
総括試験 40% 
 *授業の理解度をはかり、また理解をより促進するため、数回の授業ごとに小テストを行
う。また、日本 語教育についてより深く考えてもらう為の課題も課す。(その他、欠席、グ
ループワークでの消極的な態度などで減点を行う場合がある。) 

22.コメント 

本授業は、留学生と日本人学生の活発な議論を行うことを前提にしている。両学生の積極的
な参加を望 む。 日本人学生は留学生をサポートしながら、意見を聞き出すこと、また留学
生は日本人にはない感性、観点 から活発に意見を述べることが求められる。当然のことな
がら、漫然と講義を聞くだけの姿勢の学生は、 歓迎しないし、評価もしない。 
留学生と日本人学生の積極的な議論を促すため、人数の調整(抽選)を行うことがある。 
下記の授業内容にて、各回ごとにとりあげる予定のテーマを示すが、 1)できるだけ、当該
の時期に発生した時事問 

23.オフィスアワー 金曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
【オリエンテーション】 
日本の神話と天皇 1 
諸外国との比較 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 2 回 日本の神話と天皇２ ◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120



分) 

第 3 回 

日本の天皇と神話３ 
  
武士の台頭〜明治維新 
 

◯1 回〜3 回までの議論のま とめの中間テ
ストに向けた復 習(120 分) 

第 4 回 
日本の宗教 1 
神道と仏教の伝来 
 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 5 回 
日本の宗教２ 
キリスト教の伝来と国学 
 

◯1 回〜3 回までの議論のま とめの中間テ
ストに向けた復習(120 分) 

第 6 回 
日本の宗教 3 
海外との比較、宗教アレルギー等 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 7 回 
中間テスト（天皇・神話・宗教） 
教育（導入） ◯5 回〜7 回の議論のまとめ(1 20 分) 

第 8 回 
日本の教育 1 
現在の教育の問題点  
教育についての不満等 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 9 回 
日本の教育２ 
戦後の教育改革 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 10 回 
日本の教育３  
教育需要の高まり 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 11 回 
日本の教育４ 
教育環境の変化、教育改革 
 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) ◯8 回〜11 回の議論のまとめ の中間テ
ストに向けた復習・課題 90 分) 

第 12 回 憲法と政治１ 
核と憲法 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 13 回 憲法と政治２ 
大きな政府と小さな政府 

◯総括試験に向けた復習(180 分) 

第 14 回 【総括試験】  

第 15 回 
【総括試験解説】 
  これまの議論を踏まえて日本の独自性、問題の普遍
性などを考える。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS106-
Y51 

2.科目名 日本文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山中美佳 

5.授業科目の区分 
リベラルアーツ 
人間学総合教育科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 一年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：「文化」に対する見方を養えるようなることを最終目的とする 
概要：日本文化の基盤となる思想、宗教観、生活習慣、文学作品、芸能とその歴史的背景を
通じて、現代の日本文化がいかに成立したかを学ぶ。その学びを通じて、現代人の我々が信
じる「文化」とはどのような定義で、どのような枠組みなのか、また、はたして我々の文化
の捉え方は確かといえるのかどうかを確認する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

それぞれ下の DP に対応する 
?日本の文化（思想、宗教観、モノづくり、文学作品、芸能）について説明できるようにな
ること。?DP（３）（５）? 
②授業内で扱ったトピックのうち、一つでも対外的に説明できるようになること。?DP
（５）? 
③「文化とは何か」ということについて自分の考えを論述できるようになること。?DP
（１）（３）（４）? 
④「文化」という概念を理解することで、社会や世界に出た時に深い見識を持つこと。?DP
（２）（３）（６）? 
DP（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
  （2）社会に能動的に貢献す 

19.教科書・教材 
授業中にプリントを配布する。初回からすべての配布物は、きちんとファイリングなどで保
管をしておくこと。 
また、WebClass に配布資料を提示するので、気を付けて見ておくこと。 

20.参考文献 授業中配布のプリントに記載。あるいは、授業中に提示。 

21.成績評価 

成績：以下の配点でつける（状況により配点が変わることもある） 
【試験】 
・中間テスト２０点 《学習目標①に対応》 
・総括テスト３０点 《学習目標①②③に対応》 
 ■知識テスト１０点（５点×２回） 《学習目標①に対応》 
【提出物】 
リフレクションシート提出２４点（３点×８回） 《学習目標①に対応》 
【活動】 
★ワークＡ「私の考える《文化》とは」６点 《学習目標①②③④に対応》 
★ワークＢ「文化としての必須性質」１０点《学習目標①②③④に対応》 
例年はグループワークだが、今年度は個人でする。ただし他者と話し合 

22.コメント 

【重要】 
教員からのメールを見ない学生が多く、連絡がつかないために、小テストや成績に影響して
しまう可能性があるので、必ず一日に一度はｗｅｂｃｌａｓｓ経由のメールをチェックする
こと。情報取得や連絡という点において敏感であるということは、社会人に必須の事柄なの
で、練習だと思って気を付けておくように。 
【授業以外のこと】 



例年は学外見学レポートがあり、希望者のみだが美術館などの入館料、観劇の入場料が別途
必要となる。ただし、感染症流行により、今年度は行わない可能性がある。 
【試験の内容について】 
試験は、知識問題 

23.オフィスアワー 授業開始の前後に質問などがある場合は声をかけて下さい。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9 月 30 日 
［ガイダンス］ 
授業のねらいと運用についての説明する。 

 

10 月 7 日 
 

［グループワーク］ 
・文化とは何か。現段階で、自分が考える「文化」を
定義づけしてみる。 
・グループごとに自分たちが考えた文化とはどのよう
なものか一言で定義づけし、全員で共有する。（話し
合いは一定距離を保つか ZOOM でおこなう）ＰＣ持
ちこみの可能性あり。 

【提出】 
授業内で考えをまとめ、各個人が所定の用紙
に書いて提出。 
★ワークＡ「私の考える《文化》とは」 

10 月 14 日 
 

【第 3 回】［文化の基底］ 
・日本語の成立 
・神代から平安末期の宗教観の変遷 
・陰陽師の功績（暦の作成） 
・大陸の影響 

【提出】 
リフレクションシート No.1 
【宿題】 
知識テスト?のための学習 
十二支・方角・時刻・月の異名・四季の区分
を覚える 

10 月 21 日 

【第 4 回】［王朝文学の歴史背景］ 
・『源氏物語』の大まかなあらすじを知る 
・『源氏物語』の書かれた理由と歴史的背景を知る 
・『源氏物語』の影響力  
＜知識テスト?＞十二支・方角・時刻・月の異名テス
ト 
 

【提出】 
知識テストを提出して授業を終えること。 
オンラインで受講している場合は WebClass
上で受験し提出すること。 

10 月 28 日 

【第 5 回】［平家物語と座］ 
 ・『平家物語』とは 
 ・『平家物語』と兵庫県 
 ・『平家物語』の深淵に横たわる一筋の観念 
 ・読み本系と語り本系―誰が語り、誰が聴いたか 
 ・『平家物語』を初めとする軍記物が流行した時代
とその背景 
 ・『平家物語』の影響力と普遍性 
 

【提出】 
リフレクションシート No.２ 

11 月 4 日 

【第 6 回】［相撲を知る］ 
・現代の日本大相撲の見どころ 
・相撲を支える人々と技術 
・相撲の歴史――神事、そして、大衆の関心 
 ・転換期としての現代の相撲 
 

【提出】 
リフレクションシート No.３ 

11 月 11 日 
 

【第 7 回】［中間テスト］ 
 ・知識を問うテストと論述のテスト 

【提出】 
中間テストを受けて提出 

11 月 18 日 
【第 8 回】［禅］ 
・Culture du Japon の代表 「禅」―フランスにお

【提出】 
リフレクションシート No.４ 



ける「ＺＥＮ」の流行 
・鎌倉仏教の分かれ道 
・禅の総本山 
・永平寺の雲水が求めるもの 
・精進料理に見る精神  
 ・もう一つの普遍性 
 

11 月 25 日 

【第 9 回】［能を知る］ 
・猿楽から能へ 
・観阿弥と世阿弥 
・『風姿花伝』に説く「花」とは 
 ・現代のリーダーたちの哲学書としての『風姿花
伝』 
 

【提出】 
リフレクションシート No.5 
【宿題】 
知識テスト?の学習 
室町時代に興った文化を覚え、それらを誕生
させた要素を覚えておく。 

12 月 2 日 

【第 10 回】［文楽を知る］ 
 ・文楽の基礎知識 
 ・近松門左衛門とは――尼崎との縁 
・現代における文楽存亡の危機 
 ・文楽を見る  
＜知識テスト?＞室町時代に興った文化とその誕生の
要素 
 

【提出】 
知識テストを提出して授業を終えること。 
オンラインで受講している場合は WebClass
上で受験し提出すること。 

12 月 9 日 

【第 11 回】［歌舞伎を知る］ 
 ・阿国から現代の歌舞伎までの流れ 
 ・「勧進帳」を見ながら、歌舞伎の基礎知識を学ぶ 
 ・現代の歌舞伎 
 

【提出】 
リフレクションシート No.６ 

12 月 16 日 
 

【第 12 回】［モノづくり文化：刀剣］ 
・神代における剣の意味 
・草薙剣と壺切御剣 
・日本刀への移行 
・海外での「日本刀」への認識、興味 
 

【提出】 
リフレクションシート No.７ 

12 月 23 日 

【第 13 回】［モノづくり文化：陶磁器］ 
 ・若き職人 
 ・資本主義、経済優先主義の中での存亡 
 ・文化の融合、分離  
 

【提出】 
リフレクションシート No.８ 
【宿題】 
・総括テストに備えて復習をする 
・授業を全て受けて、自身の捉えていた「文
化」観はどう変化したかを考えておく。 

1 月 6 日 

【第 14 回】［グループワーク＆ディスカッション］ 
・授業を通して自身の「文化」観はどう変わったか。 
・習慣と文化の違いについて考えてみる。 
・文化の普遍性とは何かを話し合う。 
・話し合った結果、簡単に発表しあう。 
（発表できない状況であれば教員が集計し全員と共
有。話し合いは一定距離を保って行う）。 
 

【提出】 
★ワーク B「文化としての必須性質」 
【宿題】 
総括テストに備えて復習をする 

1 月 20 日 【第 15 回】［総括テスト］ 【持物】 



・知識を問うテストと論述のテスト 授業ノート、筆記具、学生カード 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS201-
A81 

2.科目名 
グローバルスタディⅡ （カンボジア/2022
冬プノンペン） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太、大⻄洋史 

5.授業科目の区分 体験学修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修ある
いは選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、実習（学外活動） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

カンボジアは内戦以降、目覚ましい経済成⻑が進んでいる一方、様々な側面でその影響を及
ぼしている。例えば、都心部以外では絶対的貧困が蔓延しており、生活の維持が困難な状況
にある。都心部内でも格差が広がり、路上で生活している人々が多数存在する。子どもに目
を向ければ、親の状況によって義務教育から離脱せざるを得ない状況にあり、教育の機会が
剥奪されていることが問題視されている。この状況に鑑み、本活動では、学生が小学校を訪
問し、十分に登校できなかったり、学習が遅れていたりする子どもを対象にした学習支援を
展開し、子どもが安全・安心に教育を受ける機会を保障することに貢献することがねらいと
なる。学習支援を通して、歴史的背景と教育への影響を関連付け、子どもの実態に合わせた
効果的なプログラムを検討する能力の獲得をめざす。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムでは、カンボジアの小学生に対する安全で効果的な学習支援を実施することを
ねらいとし、その達成のために以下の具体的な学習目標を設定する。 
＜事前学習段階＞ 
1.貧困状態にある子どもの特徴を説明できる。 
2.貧困状態の子どもに教育が必要であることが説明できる。 
3-①.渡航先の歴史的背景について説明できる。 
3-②.渡航先の教育事情を説明できる。 
4-①.貢献活動計画提案のためのプロセスと計画作成方法を説明できる。 
4-②.受け入れ先に提案する貢献活動計画を作成できる。 
＜現地活動・事後学習段階 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する 

20.参考文献 

阿部彩（2008）『子どもの貧困―日本の不公平を考える―』岩波新書 
工藤律子・篠田有史（2008）『子どもたちに寄り添う カンボジアー薬物・ＨＩＶ・人身売
買との闘い』JULA 出版局 
山本一⺒・山形⾠史他（2007）『国際協力の現場から―開発にたずさわる若き専門家たち
―』岩波ジュニア新書 

21.成績評価 

＜事前学習＞ 
【課題 1】小テスト 20％ 学習目標 1,2,3 に対応 
・貧困状態にある子どもの特徴や教育の必要性、渡航先の歴史的背景や教育事情に関する内
容 
・webclass にて実施 
【課題 2】貢献活動計画レポート 20％ ※グループ 学習目標 4 に対応 
・現地小学校での貢献活動の計画書を作成 
・計画書の内容をプレゼンし、他者の意見を反映させた修正案を最終提出とする 
＜事後学習＞ 
【課題 3】活動実施報告書 20％ ※グループ 学習目標 5,6 に対応 
・当初の計画、現地での修正内容、実行した結果をまとめた報告 

22.コメント ・現地情勢によっては、目的地の変更、期間の短縮、プログラムの中止等になる場合があり



ます。 
・諸般の事情等により経費（航空運賃など）が変更になる場合があります。 
以下の点については必須ではありませんが、各自の学びをより深めるために推奨している事
項です。 
・小学校で算数を教えるプログラムであるため、教職関連科目を履修していると、プログラ
ムに援用することができ、授業での学びと体験とを総合化することができます。 
・「東南アジアと日本」や「ボランティア論」の受講を推奨します。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

＜事前活動＞ 
参加者は事前活動として次の活動に取り組むこと 
・現地活動資金確保のための活動（子どもに対する文
房具・遊具等の提供資金） 
・語学学習（クメール語、英語） 

 

 

事前事後学習の日程については、後日案内します。 
第 1 回 
・オリエンテーション 
第 2 回 
・カンボジアの概要、活動概要の理解 
・メンバーの理解 

〇【課題 1】の実施※12/20 までに各自で取
り組むこと 

 

第 3 回 
・活動計画書の作成手順の理解 
第 4 回 
・活動計画に関するグループディスカッション 

◎活動計画書の作成 

 

第 5 回 
・グループによる活動計画のプレゼンテーション 
第 6 回 
・活動計画書の改善修正案の作成 

◎活動計画書の修正 
★【課題 2】の提出 1/31 

 
第 7 回-第 9 回 
・活動計画に基づくカンボジア語学習 
・教材、教具の作成 

〇活動計画に基づく指導案の作成 

 
第 10 回-第 12 回 
・模擬授業 
・模擬授業に対するグループディスカッション 

〇模擬授業を経た指導案（修正版）の作成 

 

第 13 回-第 15 回 
・現地活動プログラムの最終確認 
・渡航の準備 
・事前学習のふりかえり 

 

 

＜現地活動＞ 
※下記日程は現段階での予定です。変更の可能性があ
ります。 
2 月 15 日 出国 
2 月 16 日 カンボジアに関する学習（キリングフィ
ールド、トゥールスレン） 
2 月 17 日-2 月 21 日 小学校での活動 
2 月 22 日・23 日 市内フィールドワーク 
2 月 24 日-2 月 28 日 小学校での活動 

〇日々のふりかえり（日報作成） 



2 月 29 日 移動 
3 月 1 日 カンボジアに関する学習（アンコールクラ
ウ村フィールドワーク） 
3 月 3 日 帰国予定 

 
第 16 回-第 17 回 ※3 月中旬 
・現地活動のふりかえり 
・活動実施報告書の作成準備 

【課題 3】◎活動実施報告書の作成 
〇プレゼンテーションの準備 

 
第 18 回-第 20 回 ※3 月下旬 
・プレゼンテーション 
・テーマは事後レポートの内容に準じる 

【課題 4】〇事後レポートの執筆 
★【課題 3】活動実施報告書の提出 

 
第 21 回 ※3 月下旬 
・全体のまとめ 
★【課題 4】事後レポートの提出（3 月末） 

 

   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS201-
M81 

2.科目名 
グローバルスタディⅡ （マレーシア/2022
冬クダ州） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 川脇康生、村田昌彦 

5.授業科目の区分 

共通教育科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学 9.履修学年 ２年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

リサーチ入門 
英語の科目を 4 単位以上取得済み、かつ英
語科目の GPA が 2.3 以上であること 
「地域防災減災論」を履修し、防災士資格
を有していることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本プログラムは、ウタラマレーシア大学（UUM）を拠点に、多国籍学生と共に、今後アジ
ア圏で求められるグローバルな防災対策についてリサーチを行い、それを踏まえた防災教育
を実践するものである。 
気候変動は、地球規模の安全保障及び経済の繁栄に脅威をもたらす最も深刻な課題の一つと
捉えられている。近年、わが国でも多くの台風被害が発生しているが、経済発展を続ける東
南アジアの各都市においても気候変動に伴う洪水や干ばつ等の被害が深刻度を増している。
本プログラムではマレーシアの首都クアラルンプールおよび北部クダ州を訪問し、洪水・干
ばつ等の被害の現状と減災対策について学ぶとともに、日本において展開されている減災対
策等の技術も踏まえたうえで、現地の実情に応じた対策を考える。 
とりわけ、本プログラムでは、調査や提案に留まることなく、安全・安心な地域づくりへの
具体的な取り組みとして、実際に現地の小学校を訪問し、子供たちに対して防災教育を実践
する予定である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学修目標】 
東南アジア各国の異なる価値観を持った学生と英語を共通言語として、一緒にフィールドワ
ークを行い、調査結果を踏まえた防災教材を作成して、現地小学校において実際に防災教育
を実践することで、多様性理解、コミュニケーション、問題解決などの能力を向上させる。 
【目標とするベンチマーク】 
■多様性理解：異なる文化や言語、自分と反対の考え方や行動をする人たちがいる多様な社
会を大切に考え、世界市⺠ として行動することができる。 
■問題発見力：現状から何が問題であるかを発見し、その解決に向けた課題を考えることが 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

１．事前学修（２０点） ・調査計画書・プレゼンテーション：１０点 ・日本での活動参
加： １０点 
２．現地調査（５０点） ・現地での活動： ２５点 ・プレゼンテーション： ２５点 
３．事後学修（３０点） ・全体報告プレゼンテーション：１5 点 ・個別レポート(e ポー
トフォリオ)：１5 点 
で評価する予定 

22.コメント 
 
本プログラムは、本学が東南アジアのトップレベル大学と連携して進めている防災プログラ
ム Asian Cooperative Program (ACP)の一環として行われます。現地のウタラ・マレーシア



大学（UUM）および東南アジア各国の優秀な学生と一緒に講義を受け、英語でのグループ
ワークを通じて、日本およびアジアの安全・安心について共に考えることは、本学の学生に
とって、自分を成⻑させることができる絶好の機会だと確信しています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学修 
<5 回程度> 
（11 月中旬
〜） 

【過年度スケジュールから作成した仮の予定です。状
況により変更されます】 
＜事前学習＞  
事前学修は 11 月中旬より実施する。平日の授業終了
後、あるいは土曜日に実施する予定。 
各キャンパス交互、あるいは zoom 等を用いて実施す
る。 
1.オリエンテーション： 授業のねらい、各分野の講
義と調査テーマの選定、グループ編成 
 ○選定した調査テーマに関する文献を探す。 
 ○グループでの具体的調査テーマを考える。 
2.調査計画のアウトライン（グループワーク）：調査
の方法 
 ○調査内容、質問内容の候補をまとめる。 
3. 

別途、班別ワーク、事前プレゼン資料作成な
ど 

現地活動 
＜約２週間
＞ 
 

＜現地での活動(2 月**日〜****の予定)＞ 
※感染症の状況、現地の情勢などによって、変更にな
る場合があります。 
1 日目：出発、移動、クアラルンプール経由、アロー
スター着 
２〜8 日目： 
ウタラマレーシア大学（UUM）を拠点に、多国籍学
生と一緒に、講義の受講、フィールドワーク、グルー
プワーク、防災教育等を実施 
9 日目：ACP 会議で成果発表 
10 日目：クアラルンプールで都市の洪水対策調査 
11-12 日目：移動、帰国 

 

事後学修 
（5 回程度+
報告会） 

＜事後学修 (3 月上旬〜5 月下旬予定) ＞ 
1.   調査結果の分析： グループごとに現地でのデ
ータをまとめる。 
2．調査結果の分析： グループごとにデータを分析
する。 
3．調査結果のまとめ： 報告会のプレゼンを作成す
る。 
4．最終レポート作成・提出、報告会で発表 
 

別途、班別ワーク、報告会プレゼン資料作成
など 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS201-
M82 

2.科目名 
グローバルスタディⅡ （インドネシア
/2022 冬ジョグジャカルタ） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中綾子、山本敏幸 

5.授業科目の区分 

共通教育科目 
【インドネシア・ガジ
ャマダ大学及びマレイ
シア・ Universiti 
Utara Malays との国際
チームによる PBL 型
GS】  
SDGs の統合的な領域
で、「安心・安全な」未
来社会の創造につい
て、防災の視点から、
グローバル・グローカ
ルに異文化コミュニケ
ーションしながら考え
てみる 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 

全学 
（授業はすべて英語で行なうが、AI 翻訳サポート
により日本語でもコミュニケーションが取れるよ
う配慮する） 

9.履修学年 ２年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

●リサーチ入門あるいは同等の科目（社会
調査論）が履修済みであること。 
●グローバルな学びに関連する科目、コミ
ュニケーション基礎科目が履修済みである
こと。 
●日本語で受講する場合：意見交換、アイ
ディアや考えを共有するために AI 翻訳サ
ービスを使いコミュニケーションを取るの
で、パソコンやスマホが必要となる。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
チームベースの演習形式（同期・非同期型
オンライン学習） 

16.履修制限 15 名程度 

17.授業の目的と概要 

ACP の参加大学の中で、特に、インドネシアやマレイシアの学生たちと SDGs の領域にお
けるグローバル且つグローカルな様々な社会の領域での防災について協働で調査し、調査結
果を共有しあい、防災意識の高い未来社会の構築について考えてみる。 
2030 年に目標期限をむかえる SDGs の 17 項目を包括的に捉え、経済発展・過度な経済発展
による環境汚染等の問題の解決・社会への影響を考慮した問題解決策の模索についてグロー
バルな視点から考えることで、未来型のグローバルな意識を持った防災について学びの経験
を得ることができる。 
この授業では、本学のミッション３C の観葉をすべて包含する学習の機会が準備されてい
る。日本は、単一⺠族国家であるが、一方、インドネシアやマレイシアは様々な⺠族からな
る多⺠族国家である。そこでの防災は日本の防災とは性質が異なるものである。日本の学生
にとっては、グローバルな価値観やものごとの判断力等のダイバーシティーを経験するには
絶好の機会と言える。 
※台湾の玄奘大學應用外語學系日本語学科の学生たちもチーム活動に加わることを計画中で



す。 
※英語・中国語でコミュニケーションができなくても、ICT/AI でコミュニケーション支援を
しますので、アントレプレナーに興味のある学生、海外の同年代の人たちと意見やアイディ
アの交流をしてみたい学生はぜひご参加ください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・将来、グローバルな環境でキャリア人生を考えている学生、あるいは興味関心を有する学
生が将来のキャリアについて具現化できるようになる。 
・海外の SDGs の取り組みにも、興味関心を示し、幅広い領域で比較的な研究や調査ができ
るようになる。 
・新しいことにチャレンジするマインドセットの習得ができる。 
・グループで議論をしたり調査や活動を行ったりするなど、協調的な言動や行動がしっかり
とできるようになり、グローバル人材に育つきっかけとなる機会になる。 
・本学のミッション３C を日々実践しようとしている学生がグローバルな 

19.教科書・教材 授業に必要となる学習資料は授業の中で、共有していく 
20.参考文献 授業の進行に合わせて、ジャストインタイムで提供していく。 

21.成績評価 

成績評価は以下の二項目から行なう。 
１．自己の学び、スキルアップ、成⻑ーーーー５０％ 
   個人レベルの学びの根拠となる課題提出 
   授業内での以下の能力の実践（信頼関係構築のコミュニケーション 
   力、チームメンバーとしてのチームワーク力、エンパシー（思いや 
   り力）、知的好奇心、 
   クリティカルシンキング力、イノベーション力、 
   クイックリサーチ力、ICT リテラシ力など 
２．アジャイル型チーム活動でのチーム貢献度ーーーー５０％ 
   協働での PBL、可変的なリーダーシップ、チーム活動 

22.コメント 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加することが単位取得の必須
条件となる。 

23.オフィスアワー 
【時間】土曜日２時限目及び昼休み 
【場所】神⼾山手キャンパス１号館２F 学習支援センター 
＊他キャンパス受講生は Zoom で対応（事前に連絡のこと） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学習 
プログラム
開始１−２
週間前から 

本学受講生：神⼾山手キャンパス 
海外受講生：自校キャンパス 
両校受講生：ヴァーチャル教室 
オリエンテーション、インドネシア・ガジャマダ大学
及びマレイシア・ Universiti Utara Malays につい
て、SDGs の領域で、グローバル・グローカルな視点
から「社会と防災」について実践的に学ぼう！、 
授業展開上のハウスルール等、本授業で必要な ICT
リテラシ（クラウドツール） 
 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第１週 
Week ONE 

本学受講生：神⼾山手キャンパス 
海外受講生：自校キャンパス 
両校受講生：ヴァーチャル教室 
グローバルスタディでのインターナショナルなチーム
協働型学習 
基本調査：SDGs（１７のゴール）について学ぼう。 
調査からわかったことの共有。 
 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 



第２週 
Week TWO 
 

本学受講生：神⼾山手キャンパス 
海外受講生：自校キャンパス 
両校受講生：ヴァーチャル教室 
共通するゴールごとに、プロジェクトチームをつくろ
う！ 
チームビルディングワーク、チーム名、チームのミッ
ション、SDGs17 項目から選んだ目標についてディス
カッション 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第３週 
Week 
THREE 
 

本学受講生：神⼾山手キャンパス 
海外受講生：自校キャンパス 
両校受講生：ヴァーチャル教室 
エンパシーキャンバス、４P 分析、４C 分析、SWOT
分析等のツールを使って、問題点・解決すべき課題点
の洗い出しをおこなう（１） 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第４週 
Week 
FOUR 
 

本学受講生：神⼾山手キャンパス 
海外受講生：自校キャンパス 
両校受講生：ヴァーチャル教室 
エンパシーキャンバス、４P 分析、４C 分析、SWOT
分析等のツールを使って、問題点・解決すべき課題点
の洗い出しをおこなう（２） 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第５週 
Week 
FIVE 
 

本学受講生：神⼾山手キャンパス 
海外受講生：自校キャンパス 
両校受講生：ヴァーチャル教室 
問題点の絞り込みについてディスカッションする 
どのように防災について取り組むのか、考えてみよ
う。 
短期（１年から３年）、中期（５年から１０年）、⻑期
（３０年から１００年）で持続可能性のある防災計画
の策定をしてみよう！ 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 
チーム活動による成果物はチーム活動資料協
働開発・共有用の共有ドライブに管理するこ
と。 

事後学習 
プログラム
終了後１−
２週間 
 

本学受講生：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講生：NYP キャンパス 
両校受講生：ヴァーチャル教室 
● まとめ、ふりかえり、学内の仲間たちに学びの経
験と成果を共有しよう！ 
● GS 成果発表会（ポスターセッション）、オープ
ンキャンパス等で学びの共有をおこないます。 
● 非同期での開催用にビデオ版プレゼンテーション
を作成します。 
 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 
チーム活動による成果物・プレゼンテーショ
ンビデオはチーム活動資料協働開発・共有用
の共有ドライブに管理すること。 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS201-
Y81 

2.科目名 
グローバルスタディⅡ （アメリカ/2022 冬
シアトル） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠、神垣一規 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

必修科目 
リサーチ入門 
履修推奨科目： 
司法犯罪心理学 
応用犯罪心理学 
国際犯罪論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 基礎的な英語力を身につけ、現地で自ら質問できる程度の会話力を備えていること 
履修への意欲と、調査目的について個別に面接をする予定 

17.授業の目的と概要 

安心・安全を教育の柱の一つとする本学は、犯罪心理学というユニークな教育コースを有
し、地域自治体や近隣コミュニティと協力して生活防犯や⻘少年犯罪抑止に力を入れてい
る。本プログラムは、学生を人種的多様性を持つ米国北⻄部のワシントン州シアトルへ派遣
し、防犯と犯罪抑止をより広い視野で、よりアカデミックな観点から理解させることを狙い
とする。 
 シアトルでは学校現場における犯罪抑止に非常に力を注いでいるほか、FBI や州警察、市
警察、地域コミュニティが一体となって犯罪抑止に取り組む全米でもユニークな組織を有し
運営している。参加学生は歴史的、文化的に異なる複数の組織や団体を訪問し、それぞれの
取組を調査し、自国の警察組織との比較検討などを行う。 
 本プログラムは本学協定校のベルビューカレッジの協力のもと実施される。プログラム参
加を通して、安全・安心という普遍的な概念を学生一人ひとりの専門分野の学びの中に位置
づけていくことを目的とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学習 ワーク/レポート              20％ 
・現地活動ワークシート/レポート課題 20％ 
・最終発表（グループ）                    30％ 
・最終報告レポート                         30％ 

22.コメント 

 自らの体調管理が悪く、事前学習を欠席したものは、その時点で、単位は取得できないと
考えください 現地でも、体調が悪いと調査には参加させませんが、その場合は単位を取れ
なくなることも覚悟してください それほど自己の体調管理に気を配ってください 
  事後学習も同じで、事後学習に参加できない人には単位を与えません 
 犯罪のことを何も勉強したこともないのに、アメリカに旅行に行きたいと思って参加する
ことのないように、お願いします 
 事前にいろいろと日本とアメリカの犯罪事情について尋ねられると思いますが、その時点
で答え 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 

アイスブレイク・グルーピング 
・プログラムの理解を深めた上で、グループごとに調
査テーマを設定する 
・先行研究を調べる 

 

 
リサーチクエスチョン、調査方法を設定 
・上記にもとづいた具体的な調査内容、調査項目（質
問リスト）を作成し、検討する（発表） 

 

 

現地での調査計画をたて、調査のための訪問先、調査
活動を確認 
・専門用語リスト（英語）を作成 
・調査項目（質問リスト）を英語に翻訳 

 

 

英語による質問練習を通して、現地での調査シミュレ
ーションを行う 
現地での活動の最終確認 
・事務的な連絡,・危機管理について学ぶ（グローバ
ル教育センターより） 

 

 
現地活動 
現在、訪問先等調整中 
日程等確定次第更新する。 

 

 
調査結果をまとめてパワーポイントを使った発表準備 
・現地活動の振り返りを反映したビデオを作成 

 

 

調査報告会を行う（上記パワーポイントによる発表と
ビデオの上映） 
・最終レポートを作成し、E ポートフォリオにアップ
する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS201-
Y82 

2.科目名 
グローバルスタディⅡ （2022 冬海外インタ
ーンシップ） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件 リサーチ入門 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

・2 年生以上 ・学費納入 ・欠席調査 ・リサーチ入門修得済 ・原則ＧＰＡ2.0 以上 
・事前事後学修、ならびに学内、学外に向けた活動報告会等への参加 
・海外旅行傷害保険加入、旅行代金の入金等、必要な渡航準備が締切までにできること 
・保護者の承諾が得られること（同意・誓約書の提出）  
・修得単位数（海外インターンシップⅠⅡは１年修了時３０単位以上、Ⅲは３６単位以上） 
・アドバイザー推薦書 ・エントリー時に面接 
・TOEIC、英検、その他の英語スコアシートのコピーを提出できること 

17.授業の目的と概要 

本科目は海外でのインターシップです。 
 企業の仕組みや作業の流れ、組織内の人間関係などを、実際に体験することにより理解を
深めるとともに、就業意識を高めます。これまで自分たちが学修してきたことを、海外の企
業という現実の場で実習することにより、体験的にその有効性を確認し、また、現実社会に
おける様々な現象を、今後の大学での学習にフィードバックすることが重要です。 
 授業は 「事前学修」、「実習」、「事後学修」という３つの内容となります。「事前学修」
では、企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマナー、その他必
要なスキルを習得します。また、実習により達成すべき課題（実習計画）を作成します。
「実習」は、各企業の受入担当者の指導に基づき実施されます。「事後学修」では、振り返
りを行ない、全体のまとめの発表、最終レポートの提出をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①「多様性理解」（レベル 3）自分の価値観と異なる価値観や社会的・文化的背景を尊重し
て、交流することができる。 
具体的には、海外のインターンシップ先で見られる異なる価値観や、社会的・文化的背景に
関心を持ち、違いがあることを受け入れ、それを尊重しながら、実習するできる。 
②「情報収集・活用力」（レベル 3）多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集し
て、要点を整理・保存しながら、自分の主張やアイディアを裏づけることができる。 
具体的には、事前学修、現地活動、事後学修等において、積極的に情報収集に取り組み、 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 必要に応じて提示 

21.成績評価 

・実習ノート（実習期間中の毎日の記録及び担当者の確認） 50% 
・実習評価書（受入担当者からの評価） 30% 
・全体のまとめ、振り返りプレゼンテーション 10% 
・最終レポート 10% 

22.コメント 

・単独参加が原則となりますから、受講者には自立・自律、責任感が強く求められます。 
・企業等の外部機関のご好意により実施されるため、個人の勝手な都合により欠席（欠
勤）・遅刻などをしてはなりません。もし、急病等によりやむを得ず休まなければならない
事態が生じた場合には、必ず事前にその旨を先方に連絡しなければなりません。 
・参加に要するすべての費用は各自の負担となり、報酬等は一切受け取ってはなりません。 
・事前、事後学修には必ず出席しなければなりません。 
・事前学修は応募者全員が出席可能な日時に設定致します。従っ 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

【事前学修スケジュール】 
以下の事前学修を予定していますが、プログラムの順
番・内容は変更されることがあります。 
第 1 回 インターンシップガイダンス 
第 2 回 実習先及び国・地域の研究・事前調査  
第 3 回 ビジネスマナー研修、インターンシップの
心得  
第 4 回 目標設定と実習計画の作成１ 
第 5 回 目標設定と実習計画の作成２ 
第 6 回 総括 

 

 
【現地活動スケジュール】 
受け入れ先と相談の上、個別に決定します 

 

 

【事後学修スケジュール】 
以下の事後学修を、9 月に予定しています。 
第 1 回 最終レポートの作成 
第 2 回 全体のまとめ、振り返りプレゼンテーショ
ン 
第 3 回 グローバルスタディ全体報告会 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS202-
A82 

2.科目名 
グローバルスタディⅢ （フィリピン/2022
冬セブ）② 

3.単位数 3 

4.授業担当教員 三好徹明、鳥居深雪 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 教育実習型の海外研修 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
セブ島の語学学校で英語を学びながら、現地の公立小学校を訪問し授業を行うプログラムで
す。 
プログラム内容の詳細が分かり次第シラバスを加筆します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価  
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS202-
Y81 

2.科目名 
グローバルスタディⅢ （2022 冬海外インタ
ーンシップ） 

3.単位数 3 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件 リサーチ入門 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

・2 年生以上 ・学費納入 ・欠席調査 ・リサーチ入門修得済 ・原則ＧＰＡ2.0 以上 
・事前事後学修、ならびに学内、学外に向けた活動報告会等への参加 
・海外旅行傷害保険加入、旅行代金の入金等、必要な渡航準備が締切までにできること 
・保護者の承諾が得られること（同意・誓約書の提出）  
・修得単位数（海外インターンシップⅠⅡは１年修了時３０単位以上、Ⅲは３６単位以上） 
・アドバイザー推薦書 ・エントリー時に面接  
・TOEIC、英検、その他の英語スコアシートのコピーを提出できること 

17.授業の目的と概要 

本科目は海外でのインターシップです。 
 企業の仕組みや作業の流れ、組織内の人間関係などを、実際に体験することにより理解を
深めるとともに、就業意識を高めます。これまで自分たちが学修してきたことを、海外の企
業という現実の場で実習することにより、体験的にその有効性を確認し、また、現実社会に
おける様々な現象を、今後の大学での学習にフィードバックすることが重要です。 
 授業は 「事前学修」、「実習」、「事後学修」という３つの内容となります。「事前学修」
では、企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマナー、その他必
要なスキルを習得します。また、実習により達成すべき課題（実習計画）を作成します。
「実習」は、各企業の受入担当者の指導に基づき実施されます。「事後学修」では、振り返
りを行ない、全体のまとめの発表、最終レポートの提出をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①「多様性理解」（レベル 3）自分の価値観と異なる価値観や社会的・文化的背景を尊重し
て、交流することができる。 
具体的には、海外のインターンシップ先で見られる異なる価値観や、社会的・文化的背景に
関心を持ち、違いがあることを受け入れ、それを尊重しながら、実習するできる。 
②「情報収集・活用力」（レベル 3）多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集し
て、要点を整理・保存しながら、自分の主張やアイディアを裏づけることができる。 
具体的には、事前学修、現地活動、事後学修等において、積極的に情報収集に取り組み、 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 必要に応じて提示 

21.成績評価 

・実習ノート（実習期間中の毎日の記録及び担当者の確認） 50% 
・実習評価書（受入担当者からの評価） 30% 
・全体のまとめ、振り返りプレゼンテーション 10% 
・最終レポート 10% 

22.コメント 

・単独参加が原則となりますから、受講者には自立・自律、責任感が強く求められます。 
・企業等の外部機関のご好意により実施されるため、個人の勝手な都合により欠席（欠
勤）・遅刻などをしてはなりません。もし、急病等によりやむを得ず休まなければならない
事態が生じた場合には、必ず事前にその旨を先方に連絡しなければなりません。 
・参加に要するすべての費用は各自の負担となり、報酬等は一切受け取ってはなりません。 
・事前、事後学修には必ず出席しなければなりません。 
・事前学修は応募者全員が出席可能な日時に設定致します。従っ 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

【事前学修スケジュール】 
以下の事前学修を予定していますが、プログラムの順
番・内容は変更されることがあります。 
第 1 回 インターンシップガイダンス 
第 2 回 実習先及び国・地域の研究・事前調査  
第 3 回 ビジネスマナー研修、インターンシップの
心得  
第 4 回 目標設定と実習計画の作成１ 
第 5 回 目標設定と実習計画の作成２ 
第 6 回 総括 

 

 
【現地活動スケジュール】 
受け入れ先と相談の上、個別に決定します。 

 

 

【事後学修スケジュール】 
以下の事後学修を、9 月に予定しています。 
第 1 回 最終レポートの作成 
第 2 回 全体のまとめ、振り返りプレゼンテーショ
ン 
第 3 回 グローバルスタディ全体報告会 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS202-
Y82 

2.科目名 
グローバルスタディⅢ （2022 冬海外インタ
ーンシップ/中国） 

3.単位数 3 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件 リサーチ入門 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

・2 年生以上 ・学費納入 ・欠席調査 ・リサーチ入門修得済 ・原則ＧＰＡ2.0 以上 
・事前事後学修、ならびに学内、学外に向けた活動報告会等への参加 
・海外旅行傷害保険加入、旅行代金の入金等、必要な渡航準備が締切までにできること 
・保護者の承諾が得られること（同意・誓約書の提出）  
・修得単位数（海外インターンシップⅠⅡは１年修了時３０単位以上、Ⅲは３６単位以上） 
・アドバイザー推薦書 ・エントリー時に面接  
・TOEIC、英検、その他の英語スコアシートのコピーを提出できること 

17.授業の目的と概要 

本科目は海外でのインターシップです。 
 企業の仕組みや作業の流れ、組織内の人間関係などを、実際に体験することにより理解を
深めるとともに、就業意識を高めます。これまで自分たちが学修してきたことを、海外の企
業という現実の場で実習することにより、体験的にその有効性を確認し、また、現実社会に
おける様々な現象を、今後の大学での学習にフィードバックすることが重要です。 
 授業は 「事前学修」、「実習」、「事後学修」という３つの内容となります。「事前学修」
では、企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマナー、その他必
要なスキルを習得します。また、実習により達成すべき課題（実習計画）を作成します。
「実習」は、各企業の受入担当者の指導に基づき実施されます。「事後学修」では、振り返
りを行ない、全体のまとめの発表、最終レポートの提出をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①「多様性理解」（レベル 3）自分の価値観と異なる価値観や社会的・文化的背景を尊重し
て、交流することができる。 
具体的には、海外のインターンシップ先で見られる異なる価値観や、社会的・文化的背景に
関心を持ち、違いがあることを受け入れ、それを尊重しながら、実習するできる。 
②「情報収集・活用力」（レベル 3）多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集し
て、要点を整理・保存しながら、自分の主張やアイディアを裏づけることができる。 
具体的には、事前学修、現地活動、事後学修等において、積極的に情報収集に取り組み、 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 必要に応じて提示 

21.成績評価 

・実習ノート（実習期間中の毎日の記録及び担当者の確認） 50% 
・実習評価書（受入担当者からの評価） 30% 
・全体のまとめ、振り返りプレゼンテーション 10% 
・最終レポート 10% 

22.コメント 

・単独参加が原則となりますから、受講者には自立・自律、責任感が強く求められます。 
・企業等の外部機関のご好意により実施されるため、個人の勝手な都合により欠席（欠
勤）・遅刻などをしてはなりません。もし、急病等によりやむを得ず休まなければならない
事態が生じた場合には、必ず事前にその旨を先方に連絡しなければなりません。 
・参加に要するすべての費用は各自の負担となり、報酬等は一切受け取ってはなりません。 
・事前、事後学修には必ず出席しなければなりません。 
・事前学修は応募者全員が出席可能な日時に設定致します。従っ 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

【事前学修スケジュール】 
以下の事前学修を、6〜７月に予定していますが、プ
ログラムの順番・内容は変更されることがあります。 
第 1 回 インターンシップガイダンス 
第 2 回 実習先及び国・地域の研究・事前調査  
第 3 回 ビジネスマナー研修、インターンシップの
心得  
第 4 回 目標設定と実習計画の作成１ 
第 5 回 目標設定と実習計画の作成２ 
第 6 回 総括 

 

 
【現地活動スケジュール】 
受け入れ先と相談の上、個別に決定します。 

 

 

【事後学修スケジュール】 
以下の事後学修を、9 月に予定しています。 
第 1 回 最終レポートの作成 
第 2 回 全体のまとめ、振り返りプレゼンテーショ
ン 
第 3 回 グローバルスタディ全体報告会 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS204-
A82 

2.科目名 
グローバルスタディⅣ （フィリピン/2022
冬セブ）② 

3.単位数 4 

4.授業担当教員 三好徹明、鳥居深雪 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 教育実習型の海外研修 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
セブ島の語学学校で英語を学びながら、現地の公立小学校を訪問し授業を行うプログラムで
す。 
プログラムの内容の詳細が分かり次第シラバスを加筆します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価  
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
M51 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越える場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役立てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・12・13 回実技評価：66 点→学習目標①〜④に対応 
第 8 回課題：10 点→学習目標①〜④に対応 
第 15 回課題：16 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が２０名を越える場合は、第１回授業時
に提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 
【実技】 
「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
「バドミントン(1) 」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 
【実技】 
「バドミントン(2)」 ・ショットの打ち分け  ・
シングルスゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「卓球」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技】 
「バレーボール(1)」 ・種目紹介 ・肩慣らしから
パスワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲームシュミ
レーション 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 

【実技】 
「バレーボール(2)」 ・基本スキルの確認  ・レ
シーブドリル 
・アタックとブロックモーション  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 8 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 9 回】 

【実技】 
「ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式   
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・運動場用シューズ◆ 

【第 11 回】 

【実技】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・運動場用シューズ◆ 

【第 12 回】 

【実技】 
「バスケットボール(1)」 ・種目紹介  ・基本ス
キルを習得   
・ルールの理解    ・ゲームシュミレーション 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「バスケットボール(2)」 ・基本スキルの確認 ・

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



応用ドリル ・ゲーム形式 

【第 14 回】 【講義】 
「実技種目の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
A51 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越えた場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回 j 授業時課題：8 点 → 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：10 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・７・8・9・10・11・12・13 回実技：66 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：最終レポート：16 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が 20 名を越える場合は、第１回授業時に
提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 
【講義】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 

【第 4 回】 【実技】 
「 企画種目 1」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 2」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 
【実技】 
『企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 8 回】 【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 8」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 9」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 【実技】 
「 企画種目 10」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「実技の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
A52 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越えた場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回 j 授業時課題：8 点 → 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：10 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・７・8・9・10・11・12・13 回実技：66 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：最終レポート：16 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が 20 名を越える場合は、第１回授業時に
提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 
【講義】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 

【第 4 回】 【実技】 
「 企画種目 1」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 2」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 
【実技】 
『企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 8 回】 【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 8」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 9」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 【実技】 
「 企画種目 10」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「実技の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
A81 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 
実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回：企画書：10 点： → 学習目標①〜④に対応 
第 4・7・10 回：授業時課題：18 点 → 学習目標①に対応 
第 2・3・5・6・8・9・11・12・13 回実技：54 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 14 回：最終レポート：12 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：振り返りとまとめ：6 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  
・「 実技種目の企画書作成」 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 



企画実施例の紹介 ・企画書作成 

【第 2 回】 
【実技】 
「ボディメンテナンス」 ・姿勢＆柔軟性チェッ
ク ・インナーバランス 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 4 回】 
【講義】 
・課題「受講理由と目標」作成 
・自己紹介 

★課題提出 
◆筆記用具 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 1 」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 2 」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 

【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 
 

★レポート提出 
◆筆記用具 

【第 8 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 
【実技】 
「 企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 【講義】 
「スポーツの可能性について」 

★課題提出 
◆筆記用具◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 

【第 15 回】 
【講義】 
 「振り返りとまとめ」 

★課題提出 
◆筆記用具 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
M51 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 土肥隆 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件 
春学期開講科目「生涯スポーツⅠ」を履修
済みであることがのぞましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 
16.履修制限 20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 
 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
第 1 回：受講理由と目標：5 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：5 点 ・・・ 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・8・9・10・11・13・14 回実技：50 点 ・・・ 学習目標①〜④に対応 
第７回：中間レポート：10 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第１２回：最終レポート：20 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：ふりかえりシート：10 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 月曜日・昼休み 



体育館教員控え室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション】 
 授業のねらい、進め方、評価方法等の説明 
「受講理由と目標」作成 

提出物：「受講理由と目標」  
持参物：筆記用具 

【第 2 回】 

【講義】 
企画事例の紹介 
バレーボール 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

持参物：スポーツウェア・シューズ 
筆記用具 

【第 3 回】 
【グループワーク】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

持参物：スポーツウェア・シューズ 
筆記用具 

【第 4 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 1」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 5 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 2」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 6 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 3」 持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 7 回】 
【講義】 
中間レポート 
テーマは当日発表する 

提出物：中間レポート 
持参物：筆記用具 

【第 8 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 4」 持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 9 回】 【実技・グループワーク】 
「 企画種目 5」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 10 回】 【実技・グループワーク】 
「 企画種目 6」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 11 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 7」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 12 回】 
【講義】 
最終レポートのテーマ、作成方法、書式等に関する講
義を行う 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 13 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 8」 

持参物：筆記用具 

【第 14 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 9」  
最終レポート提出 

提出物：最終レポート 
持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 15 回】 
【講義】 
今期のふりかえり 
ふりかえりシート提出 

提出物：ふりかえりシート 
持参物：筆記用具 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
M52 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 土肥隆 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件 
春学期開講科目「生涯スポーツⅠ」を履修
済みであることがのぞましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 
16.履修制限 20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 
 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
第 1 回：受講理由と目標：5 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：5 点 ・・・ 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・8・9・10・11・13・14 回実技：50 点 ・・・ 学習目標①〜④に対応 
第７回：中間レポート：10 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第１２回：最終レポート：20 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：ふりかえりシート：10 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 月曜日・昼休み 



体育館教員控え室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション】 
 授業のねらい、進め方、評価方法等の説明 
「受講理由と目標」作成 

提出物：「受講理由と目標」  
持参物：筆記用具 

【第 2 回】 

【講義】 
企画事例の紹介 
バレーボール 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

持参物：スポーツウェア・シューズ 
筆記用具 

【第 3 回】 
【グループワーク】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

持参物：スポーツウェア・シューズ 
筆記用具 

【第 4 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 1」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 5 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 2」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 6 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 3」 持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 7 回】 
【講義】 
中間レポート 
テーマは当日発表する 

提出物：中間レポート 
持参物：筆記用具 

【第 8 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 4」 持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 9 回】 【実技・グループワーク】 
「 企画種目 5」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 10 回】 【実技・グループワーク】 
「 企画種目 6」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 11 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 7」 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 12 回】 
【講義】 
最終レポートのテーマ、作成方法、書式等に関する講
義を行う 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 13 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 8」 

持参物：筆記用具 

【第 14 回】 
【実技・グループワーク】 
「 企画種目 9」  
最終レポート提出 

提出物：最終レポート 
持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 15 回】 
【講義】 
今期のふりかえり 
ふりかえりシート提出 

提出物：ふりかえりシート 
持参物：筆記用具 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
M53 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越えた場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回 j 授業時課題：8 点 → 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：10 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・７・8・9・10・11・12・13 回実技：66 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：最終レポート：16 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が 20 名を越える場合は、第１回授業時に
提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 
【講義】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 

【第 4 回】 【実技】 
「 企画種目 1」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 2」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 
【実技】 
『企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 8 回】 【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 8」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 9」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 【実技】 
「 企画種目 10」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「実技の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
Y51 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越えた場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回 j 授業時課題：8 点 → 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：10 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・７・8・9・10・11・12・13 回実技：66 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：最終レポート：16 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が 20 名を越える場合は、第１回授業時に
提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 
【講義】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 

【第 4 回】 【実技】 
「 企画種目 1」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 2」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 
【実技】 
『企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 8 回】 【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 8」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 9」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 【実技】 
「 企画種目 10」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「実技の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
Y52 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越えた場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回 j 授業時課題：8 点 → 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：10 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・７・8・9・10・11・12・13 回実技：66 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：最終レポート：16 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が 20 名を越える場合は、第１回授業時に
提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 
【講義】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 

【第 4 回】 【実技】 
「 企画種目 1」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 2」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 
【実技】 
『企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 8 回】 【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 8」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 9」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 【実技】 
「 企画種目 10」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「実技の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
Y53 

2.科目名 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越えた場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画立案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を生かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回 j 授業時課題：8 点 → 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：10 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・７・8・9・10・11・12・13 回実技：66 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：最終レポート：16 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が 20 名を越える場合は、第１回授業時に
提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 
【講義】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 

【第 4 回】 【実技】 
「 企画種目 1」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 2」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 
【実技】 
『企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 8 回】 【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 8」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 9」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 【実技】 
「 企画種目 10」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「実技の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS101-
Y51 

2.科目名 日本史概説 3.単位数 2 

4.授業担当教員 茶谷翔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
 戦前日本における政党および議会政治の歴史を知り、理解すること。歴史学における研究
や考え方について知り、学術の営みへの理解を深めること。また、歴史における政党・議会
政治をめぐる概念や歴史的なできごと、その仕組みを題材に、現代政治を理解するための基
礎知識を得ることを目指す。 
概要： 
 明治期における自由⺠権運動の開始から、昭和戦前期における政党内閣の途絶とそれによ
り生じた政治状況までの歴史を論じる。適宜概説を挟み、また「憲法」・「議会」・「政党」と
いった基礎概念についてもなるべく丁寧に解説を加える。それぞれのテーマについては異な
る視点・学説を紹介し、歴史学における研究史（史学史）についても論じたい。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目はディプロマポリシーのうち、(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献
性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決
力、(6) 専門的知識・技能 の活用力に関わる。 
 個別具体的目標は以下の通りである。①戦前日本の政党・議会をめぐる歴史的なできごと
を知り、それを通して現代政治を理解するための基礎的な知識・概念を理解すること。②歴
史学の在り方を通して学術一般への理解を深めること。③単語や人名・事件の暗記に留まら
ず、それぞれの事柄にイメージを育むことを 

19.教科書・教材 授業内に適宜プリントを配布 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 
21.成績評価 最終試験 60 点、コメントペーパーの提出 40 点 

22.コメント 
 講義内で理解度を確かめながら進行し、重要概念の丁寧な理解を目指したい。そのために
発言も求めるが、正解を求めるものではないので、気負わずに応答してもらいたい。また、
コメントペーパーによる疑問や意見表明の機会を設けるので、これも活用されたい。 

23.オフィスアワー 授業後に質問などがあれば受け付ける 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第一回 ガイダンス：歴史学概論 
適宜コメントペーパーを配布、提出を求める
（以下同じ） 

第二回 戦前日本の政党政治史概説  
第三回 自由⺠権運動  
第四回 明治憲法  
第五回 大正デモクラシーと「世界の大勢」  
第六回 初の本格的な政党内閣と原敬・政友会  
第七回 戦前日本の政党内閣期（憲政常道）概説  
第八回 憲政常道をめぐる学説①：「既成政党」の腐敗と挫折  

第九回 憲政常道をめぐる学説②：政党の進歩と戦後政党政治
への階梯 

 



第十回 
憲政常道をめぐる学説②：政党の進歩と戦後政党政治
への階梯（続） 

 

第十一回 
憲政常道をめぐる学説③：戦前日本のポピュリズムと
政党批判言説  

第十二回 憲政常道をめぐる学説③：戦前日本のポピュリズムと
政党批判言説（続） 

 

第十三回 政党政治以後のオルタナティブ模索とその挫折  
第十四回 政党政治以後のオルタナティブ模索とその挫折（続）  
第十五回 試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS101-
m51 

2.科目名 日本史概説 3.単位数 2 

4.授業担当教員 茶谷翔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
 戦前日本における政党および議会政治の歴史を知り、理解すること。歴史学における研究
や考え方について知り、学術の営みへの理解を深めること。また、歴史における政党・議会
政治をめぐる概念や歴史的なできごと、その仕組みを題材に、現代政治を理解するための基
礎知識を得ることを目指す。 
概要： 
 明治期における自由⺠権運動の開始から、昭和戦前期における政党内閣の途絶とそれによ
り生じた政治状況までの歴史を論じる。適宜概説を挟み、また「憲法」・「議会」・「政党」と
いった基礎概念についてもなるべく丁寧に解説を加える。それぞれのテーマについては異な
る視点・学説を紹介し、歴史学における研究史（史学史）についても論じたい。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目はディプロマポリシーのうち、(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献
性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決
力、(6) 専門的知識・技能 の活用力に関わる。 
 個別具体的目標は以下の通りである。①戦前日本の政党・議会をめぐる歴史的なできごと
を知り、それを通して現代政治を理解するための基礎的な知識・概念を理解すること。②歴
史学の在り方を通して学術一般への理解を深めること。③単語や人名・事件の暗記に留まら
ず、それぞれの事柄にイメージを育むことを 

19.教科書・教材 授業内に適宜プリントを配布 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 
21.成績評価 最終試験 60 点、コメントペーパーの提出 40 点 

22.コメント 
 講義内で理解度を確かめながら進行し、重要概念の丁寧な理解を目指したい。そのために
発言も求めるが、正解を求めるものではないので、気負わずに応答してもらいたい。また、
コメントペーパーによる疑問や意見表明の機会を設けるので、これも活用されたい。 

23.オフィスアワー 授業後に質問などがあれば受け付ける 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第一回 ガイダンス：歴史学概論 
適宜コメントペーパーを配布、提出を求める
（以下同じ） 

第二回 戦前日本の政党政治史概説  
第三回 自由⺠権運動  
第四回 明治憲法  
第五回 大正デモクラシーと「世界の大勢」  
第六回 初の本格的な政党内閣と原敬・政友会  
第七回 戦前日本の政党内閣期（憲政常道）概説  
第八回 憲政常道をめぐる学説①：「既成政党」の腐敗と挫折  

第九回 憲政常道をめぐる学説②：政党の進歩と戦後政党政治
への階梯 

 



第十回 
憲政常道をめぐる学説②：政党の進歩と戦後政党政治
への階梯（続） 

 

第十一回 
憲政常道をめぐる学説③：戦前日本のポピュリズムと
政党批判言説  

第十二回 憲政常道をめぐる学説③：戦前日本のポピュリズムと
政党批判言説（続） 

 

第十三回 政党政治以後のオルタナティブ模索とその挫折  
第十四回 政党政治以後のオルタナティブ模索とその挫折（続）  
第十五回 試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS102-
M51 

2.科目名 外国史概説 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山下泰生 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件 中学（社会） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

今日、私たちが生きる世界は「グローバルな世界」と呼ばれています。このような今を生き
る上で大切なことは、世界には多様な文化と社会を持った人々が暮らしていることを認め、
理解することでしょう。そして、そうした人々に対する理解を深めるには、まずその過去
（＝歴史）を知らなければなりません。そこで本授業では、現在のオーストリア、ハンガリ
ー、チェコといった国々の前身となったハプスブルク帝国を事例とし、近世から近代にかけ
てのヨーロッパ地域の歴史を考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
①歴史に関わる事象の意味や特色を多角的に考察する力を養います。同時に、私たち（＝日
本）とは異なる地域の価値観や社会的・文化的背景を理解することで、国際的な価値観を身
につけることを目指します。 
?各授業内容に対して、自分なりの意見や所感を持てるようにします。 
【DP との関連】 
この授業では、本学 DP「多様な文化や背景を理解し受け入れる能力」の涵養を目指しま
す。 

19.教科書・教材 適宜プリントを配布します。 

20.参考文献 

①岩﨑周一『ハプスブルク帝国』講談社、2019 年。 
?ロビン・オーキー（訳：三方洋子、監訳：山之内克子、秋山晋吾）『ハプスブルク君主国
1765−1918』NTT 出版、2010 年。 
?山之内克子『物語オーストリアの歴史』中央公論社、2019 年。 
※そのほか、授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

①コメントペーパーの作成：50％（毎回の授業終了時に、その日の授業で扱った内容などに
ついての感想や質問などを記入します。次回授業時の冒頭時、担当教員がそうした質問に答
える時間を設けます。） 
?総括試験：50％ 

22.コメント 
高校世界史などの教科書を使って、ヨーロッパ史の流れをある程度把握しておいてくださ
い。 

23.オフィスアワー 授業後、非常勤講師控室にて。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 【イントロダクション】①本授業の目的、②授業の進
め方、③評価方法、④参考書の紹介 

 

第 2 回 

【ハプスブルク帝国とは】近世ハプスブルク帝国の概
要（政治体制／社会制度／宗教など）とはどのような
ものだったか 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 3 回 
【マリア＝テレジアと国政改革の時代】マリア＝テレ
ジアの生涯と事績／国家と社会の改革とは何だったか 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 



第 4 回 

【ハプスブルク帝国とウィーン宮廷】宮廷とはどのよ
うな存在であったのか／宮廷と社会はどのようにつな
がっていたのか 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 5 回 

【ヨーゼフ 2 世と啓蒙専制】啓蒙専制主義とはどの
ような政治であったのか／マリア＝テレジアの子供た
ちの生涯とは 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 6 回 
【フランス革命とナポレオン戦争】フランス革命と対
ナポレオン戦争がハプスブルク帝国に与えた影響とは 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 7 回 
【ウィーン体制】ナポレオン戦争後のヨーロッパ世界
はどうなったのか 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 8 回 

【1848 年革命とビーダーマイアー期の都市生活】自
由主義とナショナリズムの台頭とは／19 世紀ウィー
ンの生活と文化 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 9 回 

【「新絶対主義」体制と革命後のハプスブルク】皇帝
フランツ＝ヨーゼフ 1 世の生涯と事績／「新絶対主
義」の成立と挫折 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 10 回 
【オーストリア＝ハンガリー二重帝国】オーストリア
＝ハンガリー二重帝国の仕組みと社会とは 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 11 回 
【世紀末ウィーン】世紀転換期におけるハプスブルク
帝国の文化（音楽／文学／美術） 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 12 回 
【第一次世界大戦】ハプスブルクと第一次世界大戦／
兵庫県⻘野ヶ原捕虜収容所の記憶 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 13 回 

【ハプスブルク以後の中央ヨーロッパ地域】第二次世
界大戦以降の中央ヨーロッパ世界／オーストリア共和
国を中心に 
・コメントペーパーの作成 

復習及び授業ノートの整理 

第 14 回 【まとめ】 復習及び授業ノートの整理 
第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS102-
Y81 

2.科目名 外国史概説 （教職 1 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻘木真兵 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部（1 年生から履修可能） 9.履修学年  
10.取得資格の要件 中学（社会） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 集中講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

今日、私たちか?生きているのは「ク?ローハ?ルな世界」と呼は?れています。この世界が形
成されていく過程がグローバルヒストリーです。グローバルヒストリーとは、ヨーロッパ諸
国が世界全体を支配していく歴史のことでもあります。この時代は「近代」と呼ばれ、私た
ちの社会も近代的になっていきました。日本では明治時代を指します。 
明治時代は日本という国⺠国家が誕生したり、憲法が制定され、国会が開かれました。また
街灯や鉄道、パンなどの洋食や机と椅子、シャツやズボンなどの洋服といったライフスタイ
ルにも「近代」の影響は及びました。いうなれば、私たちが「常識」としていることのほと
んどに「近代」は関係しています。 
本授業ではその「近代」をもたらしたヨーロッパの歴史について、特に「食」を通じて「テ
クノロジーと自然」という観点から、映像資料を多く用いながら解説していきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
1. 講義を通じて、私たちの「常識」や「あたりまえ」の成立過程を理解する力を養いま
す。その結果、「いま・現在」の私たちの時代、視点、考え方が唯一絶対ではないことを理
解できるようになることを目指します。 
2. 各授業内容に対して、自分なりの意見や所感を持てるようにします。 
【DP との関連】 この授業て?は、本学 DP「多様な文化や背景を理解し受け入れる能力」
の涵養を目指します。 

19.教科書・教材 適宜フ?リントを配布します。 

20.参考文献 
1. 川北稔『イギリス近代史講義』（講談社現代新書、2010） 
2. 福井憲彦『近代ヨーロッパ史』（ちくま学芸文庫、2010） 
3. 上田耕造他編著『⻄洋史の歴史を読み解く』（晃洋書房、2013） 

21.成績評価 
1. 出席、コメントヘ?ーハ?ー:50%  
2. 総括レポート:50% 

22.コメント 
適宜レポートを執筆・提出してもらうので、授業内容をきちんとまとめておいてください。
「世界史」に関心をもって取り組むこと、また世界や日本でいま起きていることに対し意識
的であることが必要です。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【イントロタ?クション】 
1.本授業の目的 
2.授業の進め方 
3.評価方法 

 

第 2 回 
【古代史 1】 
ユタ?ヤ教の誕生と古代キ?リシア文明について 

 

第 3 回 
【古代史 2】 
古代ローマ帝国の形成とキリスト教の拡大について  

第 4 回 【中世史 1】  



中世カトリック世界の形成について 

第 5 回 【中世史 2】 
カトリック世界の発展について 

 

第 6 回 
【中世史 3】 
ルネサンスと宗教改革、大航海時代について 

 

第 7 回 
【近代史 1】 
主権国家の形成と成立について  

第 8 回 
【近代史 2】 
絶対王政の時代について  

第 9 回 【近代史 3】 
革命について 

 

第 10 回 
【近代史 4】 
国⺠国家の時代について 

 

第 11 回 
【現代史 1】 
帝国主義について 

 

第 12 回 
【現代史 2】 
第一、二次世界大戦について  

第 13 回 【現代史 3】 
冷戦体制とその後について 

 

第 14 回 【レポートの執筆 1】  
第 15 回 【レポートの執筆 2】  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS103-
Y51 

2.科目名 日本文化史 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小寺正敏 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 中学（社会） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
日本文化の歴史的展開過程を、文化の基底部にある思想を中心に、日本の歴史的背景及び外
来文化との交渉の影響を含めて考察し、日本文化に対する関心と理解を深める。 
【概要】 
１ 文化の概念を明らかにしつつ、文化の重要な構成要素である思想を歴史的背景との関連
において読み取りを進める。 
２ 思想を中心とするために、主要な典籍を抄出した資料の講読を含むので、少なくとも高
校卒業程度の古文・漢文の読解力があることが望ましい。 
３ 文化史に関する多様なテーマをすべて取り上げるのは、回数の制約もあるので、本授業
では歴史上注目されるテーマに重点を置いて進めることとする。各テーマの時代背景の理解
のために、高校卒業程度の日本史の知識があることが望ましい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（3）多様性理解、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連
している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
１ 日本文化の歴史を客観的科学的な視点から考察することによって、日本文化の歴史的全
体像とその特質を説明できる。 
２ 文化史において、特に思想に関する古典資料を学ぶことによって、古典の読解能力を高
めるとともに、古典の現代的意義を理解することができる。 
３ 現在のグローバル化の進展する状況の下で、日本文化をあり方を考え、日本文化の内容
と意義を発信できる。 
 

19.教科書・教材 
講義レジュメ及び資料プリント 
その他、必要なものは講義中に配布する。 

20.参考文献 大隅和雄『日本文化史講義』吉川弘文館、尾藤正英『日本文化の歴史』岩波新書 
その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

文化史関連の専門的知識に関する中間レポート２回（計 60％）：授業中に課題を示し、日を
決めて提出する。 
授業中での意見記述や小レポートなどを課すことがある場合は、それらを中間レポートに準
じて扱い、中間レポート２回分の総評価の範囲内で評価する。 
総括試験（40％） 
 

22.コメント 

１ 本授業は中学校社会教員免許取得のために必修の科目であるために、教員希望者は必ず
受講する必要がある。その意味で、本授業は教員希望者のための専門教育としての意義を持
つことを理解してほしい。 
２ 上の授業の概要で述べたように、講義には古典の講読を含むので、高校卒業程度の日本
古典の読解力を求めるが、日本古典を読むこと自体に関心を持つことも求めたい。 
３ 教職専門科目としての水準を保つために、受講生数は最大限でも４０名程度が望まし



い。 
４ 授業中の積極的参加の姿勢は当然に求められるので、受講した以上は真摯に取り 

23.オフィスアワー 授業の前後に講師控え室等で対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

ガイダンス：科目の趣旨、授業の進め方について 
序説として日本文化史の対象と課題について、本講の
基本的視角を示す 
本論として、『古事記』の王権神話として世界観を読
み解きながら、古代社会の倫理の原初的な姿にも迫る 
『古事記』の講読 

 

第２回 
 

神仏と古代国家：古代国家成立過程において、仏教の
受容と伝統信仰との交渉の展開をたどる 
『日本書記』『続日本紀』その他関連資料の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回  
 

浄土教の思想と活動：平安期の末法思想の形成から、
鎌倉期の親鸞の思想と行動を中心とする 
『歎異抄』その他浄土思想関係の資料の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
 

中世の禅思想と文化：鎌倉期に成立した禅宗のうち、
曹洞宗の道元の思想を中心としつつ、禅が中世化形成
に精神的影響を与えたことに触れる 
『正法眼蔵』『正法眼蔵随聞記』その他の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇第１回中間レポート作成（360 分） 

第５回 
 

「キリシタン」との遭遇と南蛮文化：宣教師の活動、
宣教師が見た日本の文化・社会、カトリック教義の受
容と排撃など 
いわゆる護教論と排教論その他関連資料の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
★レポート提出 

第６回 
 

近世武士道の倫理と政治思想：中世までの「兵の道」
と対比させつつ、近世武士道の治者の倫理としての思
想と行動様式を明らかにする 
『山鹿語類』『葉隠』その他の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
 

近世庶⺠思想の職分論と倫理：石田梅岩の心学思想、
安藤昌益の漢方医学的自然観、二宮尊徳の報徳思想か
ら、近世農⺠・商人の職分の社会的意義を明らかにす
る 
『都鄙問答』『自然真営道』『二宮翁夜話』の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回 
 

近世国学の世界観と倫理・政治思想：国学の展開をた
どり、本居宣⻑の古典学及び平田篤胤の復古国学を中
心とし、幕末期の草莽の国学の活動にも触れる 
『うひ山ふみ』『霊能真柱』など宣⻑・篤胤の関係資
料の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇レポート作成（360 分） 

第９回 
 

「内憂外患」期の倫理・政治思想と行動：「内憂外
患」の危機意識を背景に、対外認識、秩序構想、行動
論などを、尊王攘夷論や開国論などの思想から読み取
る 
『新論』『省?録』『講孟余話』などの講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇第２回レポート作成（360 分） 

第 10 回 
 

文明開化と啓蒙思想：文明開化の精神的底流としての
福澤諭吉の啓蒙思想の文脈において、日本の近代化の
現実や課題を読み取る 
『学問のすゝめ』『文明論之概略』の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
★レポート提出 
 



第 11 回 
 

自由⺠権運動の政治的理想と人間像：⺠権運動内部の
政治的論理の理解を前提としながら、運動がめざす国
⺠像の理想を中心に、運動を思想史的観点から考察す
る 
植木枝盛・中江兆⺠などの著作・論説の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第 12 回 
 

欧化と国粋：欧化主義の風潮に対して現われた国粋主
義の思想的特質を、文化論としての日本人論、政治思
想としての国⺠主義、日本芸術論を中心に考察する 
『真善美日本人』『偽悪醜日本人』『近時政論考』など
の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第 13 回 
 

明治末期の国家と個人：明治末期に現われた「煩悶⻘
年」の精神的傾向に見られる個人主義への傾斜と国家
主義の減退が、いかなる思想的意味を持つかを考える 
夏目漱石、徳冨蘆花などの著作の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第 14 回 
 

大正デモクラシーの文化史的特質：大正期の教養主義
を中心として、デモクラシー、自由、社会改革、知識
人などをめぐる大正期の文化史的特質を明らかにする 
三木清、和辻哲郎、吉野作造、河上肇などの著作の講
読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第 15 回 
 

昭和戦前期の日本回帰と「近代の超克」：昭和戦前期
に、哲学・文学の領域で現われた日本文化論や⻄洋的
近代批判の問題点を考える 
日本文化史の総括：日本文化史論の課題について総括
試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS105-
A51 

2.科目名 近現代の歴史 3.単位数 2 

4.授業担当教員 石井大輔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、中央ヨーロッパ地域の歴史を中心に、近現代におきた歴史的な出来事を学ぶこと
を目的とします。 
ハプスブルク家が⻑く統治した中央ヨーロッパ地域では、宗教や⺠族をめぐって様々な対立
があり、その中で大きな戦争や体制転換が繰り返されてきました。なぜ人々は対立し、どの
ようにして対立を克服しようとしてきたのでしょうか。また、どのような対立が現在でも残
されているのでしょうか。これらの問題に焦点を当てることで、日本を含めたグローバルな
視点を獲得することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の具体的な学習目標を以下の通りです。 
①近現代の歴史に関する基本的な知識を身につける。 
②外国史に関する知識を身につける。 
③上記の知識に基づいて、異なる文化や価値観に対する理解を深める。 
 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布して、授業を進めます。 
20.参考文献 必要に応じて適宜指示します。 

21.成績評価 

・コメントペーパーの作成 30％ 
（毎回の授業終了時に感想や質問などを記?してもらいます。担当教員が次回授業時に質問
に答えます。） 
・授業への参加度 20％ 
（担当教員の質問に対する積極性） 
・総括試験テスト 50％ 
（授業内容に関する論述問題を出題します。） 

22.コメント 

この授業では、高校までの世界史の知識を前提とはしませんが、分からないことがある場合
は、まずは自分で調べてみてください。そのうえで分からないことがあれば積極的に質問し
てください。 
 

23.オフィスアワー 授業前後、教室もしくは非常勤控室にて。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・ガイダンス 
・講義「イントロダクション：ハプスブルク家とヨー
ロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 2 回 
・質問への回答 
・講義「神聖ローマ帝国とハプスブルク君主国」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 3 回 ・質問への回答 ・復習および授業ノートの整理 



・講義「フランス革命と戦争」 
・コメントペーパーの作成 

第 4 回 
・質問への回答 
・講義「ウィーン体制下のヨーロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 5 回 
・質問への回答 
・講義「国⺠国家の形成：ドイツの統一」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 6 回 

・質問への回答 
・講義「多⺠族国家ハプスブルク帝国：アウスグライ
ヒ体制の成立」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 7 回 
・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦の勃発」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 8 回 

・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦と日本：日本における捕虜収
容所」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 9 回 
・質問への回答 
・講義「ポスト・ハプスブルクの国々」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 10 回 
・質問への回答 
・講義「ナチ化するドイツ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 11 回 
・質問への回答 
・講義「オーストリア合邦から第二次世界大戦へ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 12 回 
・質問への回答 
・講義「ナチスの経験とその克服」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 13 回 
・質問への回答 
・講義「東欧革命と EU 拡大」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 14 回 
・質問への回答 
・講義「 まとめ：対立と融和の近現代史」 ・復習および授業ノートの整理 

第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
A51 

2.科目名 人間学Ⅰ (A グループ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、谷口一也、濱名篤 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、入学後少なくとも半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 
     KUISs 学修ベンチマークの「多様性理解」と「問題発見・解決力」のレベル・アップ
を本科目では目指している。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖生『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を生き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎⽵信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 
3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ



ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「人が幸せに生きるとはどういうことか、そのために社会やあなたはなにをなすことができ
るか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを、各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考えて
みる。その上で、職業とはどのようなものなのかにつ
いて社会学的な説明を行う。 
    何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。  
 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

輪講 １−
２ 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 
 

輪講 １−
３ 

第 3 回  職業の持続可能性〜就いた職業がなくな
ったらどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 



うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併 

②少子高齢社会が”自分の”将来の生活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

輪講 １−
４ 

第４回 少子高齢社会の職業生活と男女共生  
 少子高齢化が自分たちの将来の生活に与える影響に
ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業生活を両立しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
生活と家庭生活における男女共生の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人生・将来の生活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 
 

【アサインメント】 
① 男女共生のために家庭生活でどのような
具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人生 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人生の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

輪講 １−
５ 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人生 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共生のために、あなたは家庭生活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ取 

【アサインメント】なし 

輪講 ２−
１ 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「⽗性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 
 

輪講 ２−
２ 

第２回  家庭教育と親 
 人間が生まれてはじめて所属する集団である「家
族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、⽗性原理というキーワードからペアワーク
で考える。 
 

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
３ 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成立してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 
 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則



に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 
 

輪講 ２−
４ 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

輪講 ２−
５ 

第５回  生涯学習と自分の人生 
 「生涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講生が自分の人生のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、⽗性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

クール小課題【所要時間３６０分】 

輪講 3-1 

＜谷口一也＞ 
第１回 科学とノーベル賞 
 現代科学についての概要をつかんだうえで、日本人
のノーベル賞やノーベル賞にまつわる不平等に関して
考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：ノーベル賞受賞者につい
て調べてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-2 

第２回 DNA と遺伝子 
 DNA や遺伝子、ゲノムの意味について学び、その
社会的意義、遺伝にまつわる不平等について考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：出生前診断について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-3 

第３回 医療倫理における不平等 
 医療事故に関して議論を行い、医療の問題点につい
て考える。また、医療倫理やインフォームドコンセン
トについて、具体的な事例を用いながら考える。ま
た、ゲノム編集技術についても考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：薬害について一つとりあ
げ、調べてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-4 

第４回 ウイルスとは何か  
 ウイルスとは何かを理解するために、コロナウイル
スやジカウイルス、エイズウイルス、ヒトパピローマ
ウイルスなどについて学び、ワクチンや感染症対策に
関して自ら考える姿勢を身に着けていく。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：クール小課題を行う。
【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-5 
第５回 がん教育 
 ”がん”は日本人の 2 人に 1 人がかかる病気である。

 



また、小・中学校においてがん教育も行われるように
なってきた。がんに関する基本的な知識を学び、その
予防や検診に関して自ら考える力を身に着ける。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業で説明する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：ES 細胞と iPS 細胞の問題点（課題）につい
てまとめ、問題に対するあなたの考えを述べよ。 
課題Ｂ：“ゲノム編集の概要と問題点（課題）”につい
て調べた内容を 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
A52 

2.科目名 人間学Ⅰ (B グループ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、谷口一也、濱名篤 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、入学後少なくとも半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 
     KUISs 学修ベンチマークの「多様性理解」と「問題発見・解決力」のレベル・アップ
を本科目では目指している。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖生『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を生き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎⽵信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 
3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ



ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「人が幸せに生きるとはどういうことか、そのために社会やあなたはなにをなすことができ
るか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを、各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考えて
みる。その上で、職業とはどのようなものなのかにつ
いて社会学的な説明を行う。 
    何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。  
 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

輪講 １−
２ 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 
 

輪講 １−
３ 

第 3 回  職業の持続可能性〜就いた職業がなくな
ったらどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 



うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併 

②少子高齢社会が”自分の”将来の生活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

輪講 １−
４ 

第４回 少子高齢社会の職業生活と男女共生  
 少子高齢化が自分たちの将来の生活に与える影響に
ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業生活を両立しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
生活と家庭生活における男女共生の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人生・将来の生活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 
 

【アサインメント】 
① 男女共生のために家庭生活でどのような
具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人生 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人生の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

輪講 １−
５ 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人生 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共生のために、あなたは家庭生活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ取 

【アサインメント】なし 

輪講 ２−
１ 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「⽗性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 
 

輪講 ２−
２ 

第２回  家庭教育と親 
 人間が生まれてはじめて所属する集団である「家
族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、⽗性原理というキーワードからペアワーク
で考える。 
 

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
３ 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成立してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 
 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則



に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 
 

輪講 ２−
４ 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

輪講 ２−
５ 

第５回  生涯学習と自分の人生 
 「生涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講生が自分の人生のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、⽗性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

クール小課題【所要時間３６０分】 

輪講 3-1 

＜谷口一也＞ 
第１回 科学とノーベル賞 
 現代科学についての概要をつかんだうえで、日本人
のノーベル賞やノーベル賞にまつわる不平等に関して
考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：ノーベル賞受賞者につい
て調べてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-2 

第２回 DNA と遺伝子 
 DNA や遺伝子、ゲノムの意味について学び、その
社会的意義、遺伝にまつわる不平等について考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：出生前診断について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-3 

第３回 医療倫理における不平等 
 医療事故に関して議論を行い、医療の問題点につい
て考える。また、医療倫理やインフォームドコンセン
トについて、具体的な事例を用いながら考える。ま
た、ゲノム編集技術についても考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：薬害について一つとりあ
げ、調べてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-4 

第４回 ウイルスとは何か  
 ウイルスとは何かを理解するために、コロナウイル
スやジカウイルス、エイズウイルス、ヒトパピローマ
ウイルスなどについて学び、ワクチンや感染症対策に
関して自ら考える姿勢を身に着けていく。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：クール小課題を行う。
【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-5 
第５回 がん教育 
 ”がん”は日本人の 2 人に 1 人がかかる病気である。

 



また、小・中学校においてがん教育も行われるように
なってきた。がんに関する基本的な知識を学び、その
予防や検診に関して自ら考える力を身に着ける。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業で説明する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：ES 細胞と iPS 細胞の問題点（課題）につい
てまとめ、問題に対するあなたの考えを述べよ。 
課題Ｂ：“ゲノム編集の概要と問題点（課題）”につい
て調べた内容を 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
A53 

2.科目名 人間学Ⅰ (C グループ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、谷口一也、濱名篤 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、入学後少なくとも半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 
     KUISs 学修ベンチマークの「多様性理解」と「問題発見・解決力」のレベル・アップ
を本科目では目指している。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖生『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を生き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎⽵信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 
3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ



ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「人が幸せに生きるとはどういうことか、そのために社会やあなたはなにをなすことができ
るか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを、各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考えて
みる。その上で、職業とはどのようなものなのかにつ
いて社会学的な説明を行う。 
    何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。  
 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

輪講 １−
２ 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 
 

輪講 １−
３ 

第 3 回  職業の持続可能性〜就いた職業がなくな
ったらどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 



うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併 

②少子高齢社会が”自分の”将来の生活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

輪講 １−
４ 

第４回 少子高齢社会の職業生活と男女共生  
 少子高齢化が自分たちの将来の生活に与える影響に
ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業生活を両立しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
生活と家庭生活における男女共生の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人生・将来の生活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 
 

【アサインメント】 
① 男女共生のために家庭生活でどのような
具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人生 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人生の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

輪講 １−
５ 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人生 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共生のために、あなたは家庭生活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ取 

【アサインメント】なし 

輪講 ２−
１ 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「⽗性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 
 

輪講 ２−
２ 

第２回  家庭教育と親 
 人間が生まれてはじめて所属する集団である「家
族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、⽗性原理というキーワードからペアワーク
で考える。 
 

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
３ 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成立してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 
 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則



に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 
 

輪講 ２−
４ 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

輪講 ２−
５ 

第５回  生涯学習と自分の人生 
 「生涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講生が自分の人生のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、⽗性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

クール小課題【所要時間３６０分】 

輪講 3-1 

＜谷口一也＞ 
第１回 科学とノーベル賞 
 現代科学についての概要をつかんだうえで、日本人
のノーベル賞やノーベル賞にまつわる不平等に関して
考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：ノーベル賞受賞者につい
て調べてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-2 

第２回 DNA と遺伝子 
 DNA や遺伝子、ゲノムの意味について学び、その
社会的意義、遺伝にまつわる不平等について考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：出生前診断について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-3 

第３回 医療倫理における不平等 
 医療事故に関して議論を行い、医療の問題点につい
て考える。また、医療倫理やインフォームドコンセン
トについて、具体的な事例を用いながら考える。ま
た、ゲノム編集技術についても考える。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：薬害について一つとりあ
げ、調べてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-4 

第４回 ウイルスとは何か  
 ウイルスとは何かを理解するために、コロナウイル
スやジカウイルス、エイズウイルス、ヒトパピローマ
ウイルスなどについて学び、ワクチンや感染症対策に
関して自ら考える姿勢を身に着けていく。 
 

○アサインメント：授業内容の振り返りを書
いてくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：クール小課題を行う。
【所要時間 60 分】 
 

輪講 3-5 
第５回 がん教育 
 ”がん”は日本人の 2 人に 1 人がかかる病気である。

 



また、小・中学校においてがん教育も行われるように
なってきた。がんに関する基本的な知識を学び、その
予防や検診に関して自ら考える力を身に着ける。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業で説明する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：ES 細胞と iPS 細胞の問題点（課題）につい
てまとめ、問題に対するあなたの考えを述べよ。 
課題Ｂ：“ゲノム編集の概要と問題点（課題）”につい
て調べた内容を 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
M51 

2.科目名 人間学Ⅱ （Ａグループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、川脇康生、北村正仁、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
実務家教員(防災分野:
川脇) 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜川脇康生＞ 
◎庄司真理子・宮脇昇・玉井雅隆編著『新グローバル公共政策』晃洋書房 2016 年 
◎「大災害と国際協力」研究会著、明石康・大島賢三監修『大災害に立ち向かう世界と日本 
災害と国際協力』佐伯印刷株式会社出版事業部 2013 年 
◎山本⺠次編『「里海」としての沿岸域の新たな利用』恒星社厚生閣 2010 年 
◎井上恭介・NHK｢里海｣取材班『里海資本論 日本社会は「共生の原理」で動く 』角川新書
2015 年 
◎世 

21.成績評価 3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 



最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜北村正仁＞ 
第１回 問題と課題 （思考力） 
社会には様々な問題があり、一人ひとりの人生にも
色々な課題がある。そのため、多くの悩みや迷いに直
面する。これら、問題と課題、悩みと迷い、などを改
めて整理し、「思考力」を論理的に高めることの重要
性を認識・確認する。 
＜各回共通で、ディスカッション／ディベートを行
う。＞ 

〔事前準備〕 なぜ、本学・学部・学科を選
んだのか？ 大学で何を学びたいと考えてい
るのかを書き出す。【所要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
２ 

第２回 イシューを押さえる （論理思考） 
論理的に思考するためには、考え方の「枠組み」を整
理し理解する必要がある。そのためには、「イシュ
ー」（大きな問い）を明確にして押さえ、問うべき論
点と適切な根拠が重要となる。また、具体的な思考の
方法として「演繹的思考」と「帰納的思考」について
も学ぶ。 
 

〔事前準備〕 自分自身や身近な悩み事や迷
い事の内容と、その結論や結果を整理し、最
終的になぜそう決めたのかを書き出す。【所
要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
３ 

第３回 ロジカルシンキング 
「論理的思考」（ロジカルシンキング）とは、どのよ
うなものなのか、今までの考え方と何がどのように違
うのかを理解する。その上で、論理的に思考するため
に重要な「MECE」という物事の捉え方と、「ロジッ
ク･ツリー」（ピラミッド･ストラクチャー）と呼ばれ
る考え方の枠組みについて学ぶ。 
 

〔事前準備〕 コンビニには多くの商品が品
目別に分類・陳列されています。この多数の
商品を品目とは別の基準で分類する方法を出
来るだけ多く考えて書き出す。【所要時間 30
分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
４ 

第４回 社会課題とイノベーション 
国連の持続的開発目標（SDGs）の概要を確認し、現
代社会には多くの社会課題が存在することを再認識す
る。その上で、様々な企業が社会課題の解決に挑戦
し、失敗を乗り越えてビジネスとして成功させて来た
事例を確認し、仮説と検証の重要性を学ぶ。 
 

〔事前準備〕“SDGs”について調べ、特に重
要だと考える課題を選び、その理由をまとめ
る。【所要時間 60 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
５ 

第５回 イノベーションとリーダーシップ 
 イノベーションを技術ではなく人の視点で考え、知
識と知恵、形式知と暗黙知の違いや関係性を考える。
その上で「知識創造理論」（SECI モデル）を学ぶ。ま
た、組織的イノベーションにおけるリーダーの重要性
についても学ぶ。 
〔クール小課題〕 

〔事前準備〕 魅力的だと考える企業の製品
やサービスを挙げ、何故その製品やサービス
が魅力的であるのか、その理由をまとめる。
【所要時間 60 分】 
〔クール小課題〕【所要時間 300 分】 
 



 次の課題から一つを選び、レポートを作成する。 
課題Ａ：あなたが重要だと考える社会課題を１つ挙
げ、その理由と考えられる解決案を提起する。 
課題Ｂ：イノベーションによる社会課題の解決の視点
から、あなたが魅力的だと感ずる人物を一人挙げ、そ
の理 

輪講 ２−
１ 

＜川脇康生＞ 
第１回 グローバル社会と公共政策 
グローバル化の進展とそれがもたらすメリット・デメ
リットについて理解したうえで、国際社会における公
共の利益とは何か、それを実現するための諸政策がど
のように形成されるか具体的な事例を題材にして考察
する。 
 

[事前準備]：特になし。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、グロ
ーバル化社会の課題についてまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
２ 

第２回：国際社会のアクター 
国際社会で「公共政策」をリードしている国家以外の
様々なアクターについて学ぶとともに、国際連合、
EU、多国籍企業や NGO などにおいて、どのように
公共政策が形成され、実行されているのかを学ぶ。 
 

[事前準備]：国際社会にどのようなアクター
が存在するのか調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、国際
連合、EU、多国籍企業、NGO などの活動を
まとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
３ 

第３回：国際社会の課題（大災害） 
国際社会は持続的発展を目指しているが、その前に立
ちはだかる阻害要因の一つが自然災害である。災害発
生件数や災害による経済的な損失や損害は増大の一途
にある。これらがもたらす脅威に対処するために国際
社会はどのような活動を行っているのか、国際協力の
現状と課題を学ぶ。 
 

[事前準備]：近年、世界で発生した大災害に
ついて調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、災害
発生要因と人間活動との関係をまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
４ 

第４回：国際社会の課題（環境問題） 
国際社会が直面する最も深刻な課題の一つが環境問題
である。人口集中が進み経済活動が拡大することによ
り、沿岸海域の汚染が進展しているほか、プラスティ
ックごみによる深刻な環境問題が発生している。沿岸
海域の環境保全を目的にしたグローバルネットワーク
や「里海」づくりなど人と自然の共生に向けた取り組
みを学ぶ。 
 

[事前準備]：世界の海洋汚染について調べ
る。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、環境
保全に向けた国際的な取り組みをまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
５ 

第５回：国際社会と公共政策まとめ 
国際社会では絶えず様々な紛争が発生している。人類
全体が共生への道を歩むためには、多様な価値観を相
互に理解し合うことが重要となる。世界全体の共通課
題の解決に向けてどのような国際協力が可能か、これ
までの議論を踏まえ総括する。 
クール小課題 
?貧困、②大災害（具体的な災害を一つ取り上げるこ
と）、③海洋汚染、④気候変動、⑤森林伐採の中から
関心のあるテーマを一つを選び、国際社会が協力して

[事前準備]：講義で示したレポートの書き方
についての注意事項を踏まえてクール小課題
をまとめ、授業開始時に提出する。 
（計 180 分） 
[アサインメント]：特になし。 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 



取り組むべき対応策についての考えをまとめてくださ
い。但し、必ず根拠となるデータ・図表を含めるこ 

輪講 ３-１ 

＜田中綾子＞ 
第１回：人間社会と災害 
 日本の風土や自然観に触れながら、これまでの大き
な災害について知り、災害とは何かを考える。 
＜各回共通＞アサインメントをテーマにペアワークを
3 分行う。また、電子掲示板 Padlet と web クラスを
用いてアンケートやコメント、質問等による対話的な
共有を並行して進める。 
 

事前準備してくること：最も印象深かった災
害について、種類と発生日時と被害について
web 等で調べる【所要時間３０分】 
アサインメント：日本における災害の特徴に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間 6０分】 
 

輪講 ３-２ 

第２回：災害のメカニズムと被害 
 突然発生する地震のメカニズムと被害について知
り、今起きた場合の被害を検討する。また、被災者の
さまざまな痛みについて考える。 
 

事前準備してくること：地震とその他の災害
の相違点や類似点について考える【所要時間
３０分】 
アサインメント：地震による被害について、
web クラスの指定ワークに取り組む【所要
時間６０分】 
 

輪講 ３-３ 

第３回：災害への対応と対策 
 災害後の緊急対応、復旧、復興、次の災害への対策
について、さまざまな立場の人の取り組みを知る。ま
た備えの障害となる事柄について考える。 
 

事前準備してくること：自宅あるいは帰省先
のハザードマップを確認する【所要時間３０
分】 
アサインメント：発生の時間や季節によって
どのように被害が変化するかについて、web
クラスの指定ワークに取り組む【所要時間６
０分】 
 

輪講 ３-４ 

第４回：災害の教訓と伝承 
 過去の災害に学び、その教訓を活かすことの重要性
について考える。また、伝承が途絶える要因について
分析する。 
 

事前準備してくること：防災教育教材や伝承
の事例について web クラスの資料を閲覧す
る【所要時間３０分】 
アサインメント：さまざまな防災教育・啓発
のあり方について、web クラスの指定ワー
クに取り組む【所要時間６０分】 
クール小課題【所要時間３００分】 

輪講 ３-５ 

第５回：わたしたちの役割（SDGs 住み続けられるま
ちづくり） 
 懸念される地震災害の想定を知り、どのような取り
組みができるかについて考える。また、災害時の協
力・連携について考える。 
クール小課題 
 災害多発時代における市⺠の役割について、災害サ
イクルのフェイズごとに論じる。さらに、職業人であ
る 10 年後のあなた自身の災害時に直面する課題を 1
つ仮定し、具体的な対策について述べる。 
 

事前準備してくること：地震災害に対する備
えについて、個人として、さらに職業人とし
て何が必要か考える【所要時間３０分】 
アサインメント：災害時における地域連携と
広域連携、さらに同業種・異業種間の連携に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間６０分】 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
M52 

2.科目名 人間学Ⅱ （Ｂグループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、川脇康生、北村正仁、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
実務家教員(防災分野:
川脇) 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜川脇康生＞ 
◎庄司真理子・宮脇昇・玉井雅隆編著『新グローバル公共政策』晃洋書房 2016 年 
◎「大災害と国際協力」研究会著、明石康・大島賢三監修『大災害に立ち向かう世界と日本 
災害と国際協力』佐伯印刷株式会社出版事業部 2013 年 
◎山本⺠次編『「里海」としての沿岸域の新たな利用』恒星社厚生閣 2010 年 
◎井上恭介・NHK｢里海｣取材班『里海資本論 日本社会は「共生の原理」で動く 』角川新書
2015 年 
◎世 

21.成績評価 3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 



最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜北村正仁＞ 
第１回 問題と課題 （思考力） 
社会には様々な問題があり、一人ひとりの人生にも
色々な課題がある。そのため、多くの悩みや迷いに直
面する。これら、問題と課題、悩みと迷い、などを改
めて整理し、「思考力」を論理的に高めることの重要
性を認識・確認する。 
＜各回共通で、ディスカッション／ディベートを行
う。＞ 

〔事前準備〕 なぜ、本学・学部・学科を選
んだのか？ 大学で何を学びたいと考えてい
るのかを書き出す。【所要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
２ 

第２回 イシューを押さえる （論理思考） 
論理的に思考するためには、考え方の「枠組み」を整
理し理解する必要がある。そのためには、「イシュ
ー」（大きな問い）を明確にして押さえ、問うべき論
点と適切な根拠が重要となる。また、具体的な思考の
方法として「演繹的思考」と「帰納的思考」について
も学ぶ。 
 

〔事前準備〕 自分自身や身近な悩み事や迷
い事の内容と、その結論や結果を整理し、最
終的になぜそう決めたのかを書き出す。【所
要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
３ 

第３回 ロジカルシンキング 
「論理的思考」（ロジカルシンキング）とは、どのよ
うなものなのか、今までの考え方と何がどのように違
うのかを理解する。その上で、論理的に思考するため
に重要な「MECE」という物事の捉え方と、「ロジッ
ク･ツリー」（ピラミッド･ストラクチャー）と呼ばれ
る考え方の枠組みについて学ぶ。 
 

〔事前準備〕 コンビニには多くの商品が品
目別に分類・陳列されています。この多数の
商品を品目とは別の基準で分類する方法を出
来るだけ多く考えて書き出す。【所要時間 30
分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
４ 

第４回 社会課題とイノベーション 
国連の持続的開発目標（SDGs）の概要を確認し、現
代社会には多くの社会課題が存在することを再認識す
る。その上で、様々な企業が社会課題の解決に挑戦
し、失敗を乗り越えてビジネスとして成功させて来た
事例を確認し、仮説と検証の重要性を学ぶ。 
 

〔事前準備〕“SDGs”について調べ、特に重
要だと考える課題を選び、その理由をまとめ
る。【所要時間 60 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
５ 

第５回 イノベーションとリーダーシップ 
 イノベーションを技術ではなく人の視点で考え、知
識と知恵、形式知と暗黙知の違いや関係性を考える。
その上で「知識創造理論」（SECI モデル）を学ぶ。ま
た、組織的イノベーションにおけるリーダーの重要性
についても学ぶ。 
〔クール小課題〕 

〔事前準備〕 魅力的だと考える企業の製品
やサービスを挙げ、何故その製品やサービス
が魅力的であるのか、その理由をまとめる。
【所要時間 60 分】 
〔クール小課題〕【所要時間 300 分】 
 



 次の課題から一つを選び、レポートを作成する。 
課題Ａ：あなたが重要だと考える社会課題を１つ挙
げ、その理由と考えられる解決案を提起する。 
課題Ｂ：イノベーションによる社会課題の解決の視点
から、あなたが魅力的だと感ずる人物を一人挙げ、そ
の理 

輪講 ２−
１ 

＜川脇康生＞ 
第１回 グローバル社会と公共政策 
グローバル化の進展とそれがもたらすメリット・デメ
リットについて理解したうえで、国際社会における公
共の利益とは何か、それを実現するための諸政策がど
のように形成されるか具体的な事例を題材にして考察
する。 
 

[事前準備]：特になし。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、グロ
ーバル化社会の課題についてまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
２ 

第２回：国際社会のアクター 
国際社会で「公共政策」をリードしている国家以外の
様々なアクターについて学ぶとともに、国際連合、
EU、多国籍企業や NGO などにおいて、どのように
公共政策が形成され、実行されているのかを学ぶ。 
 

[事前準備]：国際社会にどのようなアクター
が存在するのか調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、国際
連合、EU、多国籍企業、NGO などの活動を
まとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
３ 

第３回：国際社会の課題（大災害） 
国際社会は持続的発展を目指しているが、その前に立
ちはだかる阻害要因の一つが自然災害である。災害発
生件数や災害による経済的な損失や損害は増大の一途
にある。これらがもたらす脅威に対処するために国際
社会はどのような活動を行っているのか、国際協力の
現状と課題を学ぶ。 
 

[事前準備]：近年、世界で発生した大災害に
ついて調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、災害
発生要因と人間活動との関係をまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
４ 

第４回：国際社会の課題（環境問題） 
国際社会が直面する最も深刻な課題の一つが環境問題
である。人口集中が進み経済活動が拡大することによ
り、沿岸海域の汚染が進展しているほか、プラスティ
ックごみによる深刻な環境問題が発生している。沿岸
海域の環境保全を目的にしたグローバルネットワーク
や「里海」づくりなど人と自然の共生に向けた取り組
みを学ぶ。 
 

[事前準備]：世界の海洋汚染について調べ
る。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、環境
保全に向けた国際的な取り組みをまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
５ 

第５回：国際社会と公共政策まとめ 
国際社会では絶えず様々な紛争が発生している。人類
全体が共生への道を歩むためには、多様な価値観を相
互に理解し合うことが重要となる。世界全体の共通課
題の解決に向けてどのような国際協力が可能か、これ
までの議論を踏まえ総括する。 
クール小課題 
?貧困、②大災害（具体的な災害を一つ取り上げるこ
と）、③海洋汚染、④気候変動、⑤森林伐採の中から
関心のあるテーマを一つを選び、国際社会が協力して

[事前準備]：講義で示したレポートの書き方
についての注意事項を踏まえてクール小課題
をまとめ、授業開始時に提出する。 
（計 180 分） 
[アサインメント]：特になし。 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 



取り組むべき対応策についての考えをまとめてくださ
い。但し、必ず根拠となるデータ・図表を含めるこ 

輪講 ３-１ 

＜田中綾子＞ 
第１回：人間社会と災害 
 日本の風土や自然観に触れながら、これまでの大き
な災害について知り、災害とは何かを考える。 
＜各回共通＞アサインメントをテーマにペアワークを
3 分行う。また、電子掲示板 Padlet と web クラスを
用いてアンケートやコメント、質問等による対話的な
共有を並行して進める。 
 

事前準備してくること：最も印象深かった災
害について、種類と発生日時と被害について
web 等で調べる【所要時間３０分】 
アサインメント：日本における災害の特徴に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間 6０分】 
 

輪講 ３-２ 

第２回：災害のメカニズムと被害 
 突然発生する地震のメカニズムと被害について知
り、今起きた場合の被害を検討する。また、被災者の
さまざまな痛みについて考える。 
 

事前準備してくること：地震とその他の災害
の相違点や類似点について考える【所要時間
３０分】 
アサインメント：地震による被害について、
web クラスの指定ワークに取り組む【所要
時間６０分】 
 

輪講 ３-３ 

第３回：災害への対応と対策 
 災害後の緊急対応、復旧、復興、次の災害への対策
について、さまざまな立場の人の取り組みを知る。ま
た備えの障害となる事柄について考える。 
 

事前準備してくること：自宅あるいは帰省先
のハザードマップを確認する【所要時間３０
分】 
アサインメント：発生の時間や季節によって
どのように被害が変化するかについて、web
クラスの指定ワークに取り組む【所要時間６
０分】 
 

輪講 ３-４ 

第４回：災害の教訓と伝承 
 過去の災害に学び、その教訓を活かすことの重要性
について考える。また、伝承が途絶える要因について
分析する。 
 

事前準備してくること：防災教育教材や伝承
の事例について web クラスの資料を閲覧す
る【所要時間３０分】 
アサインメント：さまざまな防災教育・啓発
のあり方について、web クラスの指定ワー
クに取り組む【所要時間６０分】 
クール小課題【所要時間３００分】 

輪講 ３-５ 

第５回：わたしたちの役割（SDGs 住み続けられるま
ちづくり） 
 懸念される地震災害の想定を知り、どのような取り
組みができるかについて考える。また、災害時の協
力・連携について考える。 
クール小課題 
 災害多発時代における市⺠の役割について、災害サ
イクルのフェイズごとに論じる。さらに、職業人であ
る 10 年後のあなた自身の災害時に直面する課題を 1
つ仮定し、具体的な対策について述べる。 
 

事前準備してくること：地震災害に対する備
えについて、個人として、さらに職業人とし
て何が必要か考える【所要時間３０分】 
アサインメント：災害時における地域連携と
広域連携、さらに同業種・異業種間の連携に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間６０分】 
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4.授業担当教員 濱名陽子、川脇康生、北村正仁、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
実務家教員(防災分野:
川脇) 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜川脇康生＞ 
◎庄司真理子・宮脇昇・玉井雅隆編著『新グローバル公共政策』晃洋書房 2016 年 
◎「大災害と国際協力」研究会著、明石康・大島賢三監修『大災害に立ち向かう世界と日本 
災害と国際協力』佐伯印刷株式会社出版事業部 2013 年 
◎山本⺠次編『「里海」としての沿岸域の新たな利用』恒星社厚生閣 2010 年 
◎井上恭介・NHK｢里海｣取材班『里海資本論 日本社会は「共生の原理」で動く 』角川新書
2015 年 
◎世 

21.成績評価 3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 



最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜北村正仁＞ 
第１回 問題と課題 （思考力） 
社会には様々な問題があり、一人ひとりの人生にも
色々な課題がある。そのため、多くの悩みや迷いに直
面する。これら、問題と課題、悩みと迷い、などを改
めて整理し、「思考力」を論理的に高めることの重要
性を認識・確認する。 
＜各回共通で、ディスカッション／ディベートを行
う。＞ 

〔事前準備〕 なぜ、本学・学部・学科を選
んだのか？ 大学で何を学びたいと考えてい
るのかを書き出す。【所要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
２ 

第２回 イシューを押さえる （論理思考） 
論理的に思考するためには、考え方の「枠組み」を整
理し理解する必要がある。そのためには、「イシュ
ー」（大きな問い）を明確にして押さえ、問うべき論
点と適切な根拠が重要となる。また、具体的な思考の
方法として「演繹的思考」と「帰納的思考」について
も学ぶ。 
 

〔事前準備〕 自分自身や身近な悩み事や迷
い事の内容と、その結論や結果を整理し、最
終的になぜそう決めたのかを書き出す。【所
要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
３ 

第３回 ロジカルシンキング 
「論理的思考」（ロジカルシンキング）とは、どのよ
うなものなのか、今までの考え方と何がどのように違
うのかを理解する。その上で、論理的に思考するため
に重要な「MECE」という物事の捉え方と、「ロジッ
ク･ツリー」（ピラミッド･ストラクチャー）と呼ばれ
る考え方の枠組みについて学ぶ。 
 

〔事前準備〕 コンビニには多くの商品が品
目別に分類・陳列されています。この多数の
商品を品目とは別の基準で分類する方法を出
来るだけ多く考えて書き出す。【所要時間 30
分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
４ 

第４回 社会課題とイノベーション 
国連の持続的開発目標（SDGs）の概要を確認し、現
代社会には多くの社会課題が存在することを再認識す
る。その上で、様々な企業が社会課題の解決に挑戦
し、失敗を乗り越えてビジネスとして成功させて来た
事例を確認し、仮説と検証の重要性を学ぶ。 
 

〔事前準備〕“SDGs”について調べ、特に重
要だと考える課題を選び、その理由をまとめ
る。【所要時間 60 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
５ 

第５回 イノベーションとリーダーシップ 
 イノベーションを技術ではなく人の視点で考え、知
識と知恵、形式知と暗黙知の違いや関係性を考える。
その上で「知識創造理論」（SECI モデル）を学ぶ。ま
た、組織的イノベーションにおけるリーダーの重要性
についても学ぶ。 
〔クール小課題〕 

〔事前準備〕 魅力的だと考える企業の製品
やサービスを挙げ、何故その製品やサービス
が魅力的であるのか、その理由をまとめる。
【所要時間 60 分】 
〔クール小課題〕【所要時間 300 分】 
 



 次の課題から一つを選び、レポートを作成する。 
課題Ａ：あなたが重要だと考える社会課題を１つ挙
げ、その理由と考えられる解決案を提起する。 
課題Ｂ：イノベーションによる社会課題の解決の視点
から、あなたが魅力的だと感ずる人物を一人挙げ、そ
の理 

輪講 ２−
１ 

＜川脇康生＞ 
第１回 グローバル社会と公共政策 
グローバル化の進展とそれがもたらすメリット・デメ
リットについて理解したうえで、国際社会における公
共の利益とは何か、それを実現するための諸政策がど
のように形成されるか具体的な事例を題材にして考察
する。 
 

[事前準備]：特になし。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、グロ
ーバル化社会の課題についてまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
２ 

第２回：国際社会のアクター 
国際社会で「公共政策」をリードしている国家以外の
様々なアクターについて学ぶとともに、国際連合、
EU、多国籍企業や NGO などにおいて、どのように
公共政策が形成され、実行されているのかを学ぶ。 
 

[事前準備]：国際社会にどのようなアクター
が存在するのか調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、国際
連合、EU、多国籍企業、NGO などの活動を
まとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
３ 

第３回：国際社会の課題（大災害） 
国際社会は持続的発展を目指しているが、その前に立
ちはだかる阻害要因の一つが自然災害である。災害発
生件数や災害による経済的な損失や損害は増大の一途
にある。これらがもたらす脅威に対処するために国際
社会はどのような活動を行っているのか、国際協力の
現状と課題を学ぶ。 
 

[事前準備]：近年、世界で発生した大災害に
ついて調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、災害
発生要因と人間活動との関係をまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
４ 

第４回：国際社会の課題（環境問題） 
国際社会が直面する最も深刻な課題の一つが環境問題
である。人口集中が進み経済活動が拡大することによ
り、沿岸海域の汚染が進展しているほか、プラスティ
ックごみによる深刻な環境問題が発生している。沿岸
海域の環境保全を目的にしたグローバルネットワーク
や「里海」づくりなど人と自然の共生に向けた取り組
みを学ぶ。 
 

[事前準備]：世界の海洋汚染について調べ
る。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、環境
保全に向けた国際的な取り組みをまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
５ 

第５回：国際社会と公共政策まとめ 
国際社会では絶えず様々な紛争が発生している。人類
全体が共生への道を歩むためには、多様な価値観を相
互に理解し合うことが重要となる。世界全体の共通課
題の解決に向けてどのような国際協力が可能か、これ
までの議論を踏まえ総括する。 
クール小課題 
?貧困、②大災害（具体的な災害を一つ取り上げるこ
と）、③海洋汚染、④気候変動、⑤森林伐採の中から
関心のあるテーマを一つを選び、国際社会が協力して

[事前準備]：講義で示したレポートの書き方
についての注意事項を踏まえてクール小課題
をまとめ、授業開始時に提出する。 
（計 180 分） 
[アサインメント]：特になし。 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 



取り組むべき対応策についての考えをまとめてくださ
い。但し、必ず根拠となるデータ・図表を含めるこ 

輪講 ３-１ 

＜田中綾子＞ 
第１回：人間社会と災害 
 日本の風土や自然観に触れながら、これまでの大き
な災害について知り、災害とは何かを考える。 
＜各回共通＞アサインメントをテーマにペアワークを
3 分行う。また、電子掲示板 Padlet と web クラスを
用いてアンケートやコメント、質問等による対話的な
共有を並行して進める。 
 

事前準備してくること：最も印象深かった災
害について、種類と発生日時と被害について
web 等で調べる【所要時間３０分】 
アサインメント：日本における災害の特徴に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間 6０分】 
 

輪講 ３-２ 

第２回：災害のメカニズムと被害 
 突然発生する地震のメカニズムと被害について知
り、今起きた場合の被害を検討する。また、被災者の
さまざまな痛みについて考える。 
 

事前準備してくること：地震とその他の災害
の相違点や類似点について考える【所要時間
３０分】 
アサインメント：地震による被害について、
web クラスの指定ワークに取り組む【所要
時間６０分】 
 

輪講 ３-３ 

第３回：災害への対応と対策 
 災害後の緊急対応、復旧、復興、次の災害への対策
について、さまざまな立場の人の取り組みを知る。ま
た備えの障害となる事柄について考える。 
 

事前準備してくること：自宅あるいは帰省先
のハザードマップを確認する【所要時間３０
分】 
アサインメント：発生の時間や季節によって
どのように被害が変化するかについて、web
クラスの指定ワークに取り組む【所要時間６
０分】 
 

輪講 ３-４ 

第４回：災害の教訓と伝承 
 過去の災害に学び、その教訓を活かすことの重要性
について考える。また、伝承が途絶える要因について
分析する。 
 

事前準備してくること：防災教育教材や伝承
の事例について web クラスの資料を閲覧す
る【所要時間３０分】 
アサインメント：さまざまな防災教育・啓発
のあり方について、web クラスの指定ワー
クに取り組む【所要時間６０分】 
クール小課題【所要時間３００分】 

輪講 ３-５ 

第５回：わたしたちの役割（SDGs 住み続けられるま
ちづくり） 
 懸念される地震災害の想定を知り、どのような取り
組みができるかについて考える。また、災害時の協
力・連携について考える。 
クール小課題 
 災害多発時代における市⺠の役割について、災害サ
イクルのフェイズごとに論じる。さらに、職業人であ
る 10 年後のあなた自身の災害時に直面する課題を 1
つ仮定し、具体的な対策について述べる。 
 

事前準備してくること：地震災害に対する備
えについて、個人として、さらに職業人とし
て何が必要か考える【所要時間３０分】 
アサインメント：災害時における地域連携と
広域連携、さらに同業種・異業種間の連携に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間６０分】 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
Y51 

2.科目名 人間学Ⅱ （A グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、芦沢真五、齋藤富雄、宗田好史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材 各先生が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜芦沢真五＞ 
◎「『移⺠時代』の多文化共生論―想像力・創造力を育む１４のレッスン」 松尾 知明（明
石書店） 
◎ “Densho” （日系アメリカ人の歴史ポータルサイト） 
http://nikkeijin.densho.org/ 
◎「グローバル人材育成と留学の⻑期的なインパクトに関する調査−留学経験者 5000 人の
調査結果−」 
http://recsie.or.jp/project/gj5000 
◎ "留学の 

21.成績評価 
3 名の担当者の小課題レポート(800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 



最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント  
23.オフィスアワー 各担当者に直接お聞きすること 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜芦沢真五＞ 
第１回：異文化理解とは何か？ 
マジョリティとマイノリティという概念について基本
的な理解を得られるように実例とケース・スタディー
を通じて学ぶ。 
 

＜アサインメント＞異文化との出会いについ
て、自分がこれまでの経験から感じたこと、
授業で新たに学んだことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞日系ブラジル人コミュニティー
にかかわるケース・スタディーを読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 2 回】 

第２回：日本の社会における多文化共生の課題 
「外国人」「日本人」という二項対立的な考え方が日
本社会に強く残っている実情について学ぶ。日系ブラ
ジル人コミュニティーにかかわるケース・スタディー
を題材として、ディスカッションを深めていく。 

＜アサインメント＞日系ブラジル人コミュニ
ティーにかかわるケース・スタディーについ
て、各自で考えたことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞“Densho”の導入歴史にかかわ
る動画を視聴する。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 3 回】 

第３回：移⺠として海外に渡った日本人、特に日系ア
メリカ人の歴史から学ぶ。日系アメリカ人が体験した
差別、苦境、社会適応プロセスなどを通じて、今日、
日本で起こっている多文化共生の課題を考える。 

＜アサインメント＞日系アメリカ人の歴史を
まとめたサイト、“Densho”から動画および
記事を読んで新たに学んだことをレポートす
る。 
＜事前学習＞「留学のすすめ.jp」に掲載さ
れたインタビュー記事を一つ選んで読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 4 回】 

第４回：「留学のすすめ」をテーマとする対話（ダイ
アローグ）をおこなう。研究調査データや留学経験者
のインタビューなどから学び、留学が個人の人生やキ
ャリアにもたらすインパクトについて考察する。特に
留学経験によって、営利・非営利を問わず「起業しよ
うという意欲」が高まったという調査結果に着目す
る。そして「留学」を通じて「チャレンジする心・起
業家マインド」がどのように変化するか、について意
見交換する。 

＜アサインメント＞ 
授業で学んだ研究調査データと「留学のすす
め.jp」の実際のエピソードなどをもとに、
留学が個人に与えるインパクトについて考察
したレポートをまとめる。 
＜事前学習＞参考資料「若者の起業を増やす
にはどうしたらよいか」第Ⅱ章を読んでくる
こと。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 5 回】 

第５回： 
第 1 回から第 4 回を通じて、①異文化理解と多文化
共生の概念、②イノベーションと起業家マインドにつ
いて学んできた。第 5 回は、そのまとめとして、移
⺠や難⺠を含めて世界的な人材移動が生じる要因を分
析する。また、個人の人生設計において、異文化適応

 
＜クール・レポート＞ 
授業で学んだことをもとに①または②のレポ
ートをまとめること。 
課題①異文化理解、多文化共生を実現するう
えで、大学生の立場で取り組むアクション・



力やイノベーション・マインドがいかに重要な役割を
果たしているか、について理解を深める。 
＜クール・レポート＞ 
今日の社会課題を解決し状況を改善していくために、
どのような取り組みが必要か、を考える。課題①また
は課題②についてレポートをまとめること。 
 

プランと自分なりの提言をまとめてみよう。 
課題②社会変革（イノベーション）が進展す
る中で、あらゆる職業人は起業家マインドを
もつ必要があると言われている。起業家マイ
ンドを持つ職業人になるためには、学生とし
てどのような準備をしていくべきか、自分の
考えをまとめてみよう。 
（所要時間 120 分） 
 

【第 6 回】 

＜齋藤富雄＞ 
第１回：阪神・淡路大震災を知る 
 大震災から 20 年、被災地では大震災を知る住⺠も
減少し、経験の風化が心配されている。大震災の概
要、教訓を学大震災を自分のものとして、次なる大災
害に対応できる力を身に付ける。 

○事前準備 身近な大震災の経験談を聞く
(60 分) 
○アサイメント 講義で学んだこと、事前に
聞いた経験談などから、大震災から学んだ防
災減災の心得について簡単にまとめる(30
分) 

【第 7 回】 
第２回：防災行政の仕組み 
 防災行政の仕組みを学び、防災・減災についての知
識を深める。 

防災行政の仕組みを学び、防災・減災につい
ての知識を深める。 
○事前準備 国、都道府県、市町村の役割の
違いについて学んでおく(60 分) 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分 

【第 8 回】 

第３回：防災・減災の課題Ⅰ(国際防災協力・貢献、
災害時要援護者) 
 防災先進国日本の防災面での国際協力のあり方を学
び、国際貢献への関心を高める。また、災害時に弱い
立場にある人たちへの支援のあり方を考える。 

 
  
 ○事前準備  特に求めない。 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分)  
  
  
  
 

【第 9 回】 

第４回：防災・減災の課題Ⅱ(自助・共助、自主防災
組織) 
 自助、共助、公助について学ぶとともに、コミュニ
ティ防災のあり方などについて学ぶ。 

○事前準備 自分の住む地域の自主防災組織
について調べる。(60 分) 
○アサイメント 講義を参考にして、コミュ
ニティ防災について簡単にまとめる。(30
分) 

【第 10 回】 

第５回：防災・危機管理の心得 
 その内容 実際に発生した多くの事案をもとに、防
災・危機管理の心得を学ぶ。 
レポート作成の詳細については、第四回の授業時に説
明を行う。 

○事前準備 特に求めない 
○アサイメント 講義を参考にして、防災・
減災について感じたことを簡単にまとめる。
(30 分) 
○クール最終レポートを作成する。 (120
分） 

【第 11 回】 

＜宗田好史＞ 
第１回：「世界遺産って知ってますか？」 
 世界遺産とは何か、またその意味は何かを知りまし
ょう？ 
 世界遺産条約（1972 年採択）までの 50 年とその
後の 50 年の歴史を簡単に見ます。 
 文化遺産は変遷する？これまでどう変わってきたか

〇アサイメント 
世界遺産の基礎知識を調べて答えます。 
〇事前準備 
国内の世界遺産のリストを用意して下さい。 
【所要時間 45 分】 
 



を考えます。 
  
スライド（パワーポイント）で授業し、その PDF を
Web Class で配ります。また、小レポートは書式を
同時に配りますので、それに記入して下さい。 

【第 12 回】 

第２回：「文化遺産の保存っていつ始まったの、なぜ
古いモノを守るの」 
 文化財と文化遺産の違いは何、同じようで少し違う
のでしょうか。 
そこで、文化財保護の歴史を学びます。 
 その上で、世界の文化遺産、ICOMOS(国際記念物
遺産会議)の取組みを知り、次に国際機関を見ていき
ます。 
 UNESCO の仕事は何なの？またそれはどう変わっ
たの？ 
 そもそも役立っているの？ 
 

〇アサイメント 
文化財の種類を調べて答えます。 
〇事前準備 
発展途上国の世界遺産を調べて下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 13 回】 

第３回：「世界遺産の悩み−日本での問題点、世界の
課題」 
 世界遺産が変わったなかで、日本では登録できなか
った世界遺産候補も増えてきました。それでも運動を
続ける地元があります。 
  一方、世界遺産委員会での 1990 年代から熱心な
議論が続くのは、不均衡問題といって持つ国と持たな
い国の違いの問題があります。どこにでもある格差の
問題、貧困や飢餓を見ます。 
 その中で、世界遺産条約が目指す文化的多様性につ
いて考えます。 
 

〇アサイメント 
豊かになった国々となれなかった国々の違い
を考えます。 
〇事前準備 
身近な文化財を一つ選んで紹介します。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 14 回】 

第４回：「国際社会と文化遺産を巡る国際協力」 
 文化財の弊害の一つに文化的権威主義があります。
古いモノを守ることで伝統主義が強調され、時にはナ
ショナリズムという大国のエゴが主張されました。普
通の人々の間でも伝統を守るといって既得権を主張す
る高齢者がいます。その極端な姿が文化遺産の政治的
利用です。個人的な利用にも過度なものがあります。
そこに、文化遺産保護の⺠主国家の限界があり、日韓
両国の争点の背景にもいろいろな問題があるのです。 
 

〇アサイメント 
戦前と戦後の文化財行政の違いを考えます。 
〇事前準備 
これまでに訪れた世界文化遺産を一つ紹介し
て下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 15 回】 

第５回：「まとめ、世界遺産と観光」 
 世界遺産は観光資源ではなく、観光客が集まる訳で
もありません。日本国内にも観光客がほとんど訪れな
い世界遺産があります。それでも世界遺産登録を望む
のは、観光が目的ではないからです。 
 本来の目的、文化遺産を通じた国際理解の促進と平
和教育の取組みについて、少し時間を取って考えてみ
ませんか？ 
 UNESCO には理念があります。いや、ありまし

〇アサイメント 
小レポートにまとめて下さい。 
【所要時間 120 分】 
 



た。世界平和を実現するために教育が要る。1 本のペ
ンと世界遺産、1 冊の本と世界遺産、観光は本来そん
な平和のための活動なのです。 
＜クールレ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
Y52 

2.科目名 人間学Ⅱ （B グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、芦沢真五、齋藤富雄、宗田好史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材 各先生が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜芦沢真五＞ 
◎「『移⺠時代』の多文化共生論―想像力・創造力を育む１４のレッスン」 松尾 知明（明
石書店） 
◎ “Densho” （日系アメリカ人の歴史ポータルサイト） 
http://nikkeijin.densho.org/ 
◎「グローバル人材育成と留学の⻑期的なインパクトに関する調査−留学経験者 5000 人の
調査結果−」 
http://recsie.or.jp/project/gj5000 
◎ "留学の 

21.成績評価 
3 名の担当者の小課題レポート(800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 



最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント  
23.オフィスアワー 各担当者に直接お聞きすること 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜芦沢真五＞ 
第１回：異文化理解とは何か？ 
マジョリティとマイノリティという概念について基本
的な理解を得られるように実例とケース・スタディー
を通じて学ぶ。 
 

＜アサインメント＞異文化との出会いについ
て、自分がこれまでの経験から感じたこと、
授業で新たに学んだことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞日系ブラジル人コミュニティー
にかかわるケース・スタディーを読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 2 回】 

第２回：日本の社会における多文化共生の課題 
「外国人」「日本人」という二項対立的な考え方が日
本社会に強く残っている実情について学ぶ。日系ブラ
ジル人コミュニティーにかかわるケース・スタディー
を題材として、ディスカッションを深めていく。 

＜アサインメント＞日系ブラジル人コミュニ
ティーにかかわるケース・スタディーについ
て、各自で考えたことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞“Densho”の導入歴史にかかわ
る動画を視聴する。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 3 回】 

第３回：移⺠として海外に渡った日本人、特に日系ア
メリカ人の歴史から学ぶ。日系アメリカ人が体験した
差別、苦境、社会適応プロセスなどを通じて、今日、
日本で起こっている多文化共生の課題を考える。 

＜アサインメント＞日系アメリカ人の歴史を
まとめたサイト、“Densho”から動画および
記事を読んで新たに学んだことをレポートす
る。 
＜事前学習＞「留学のすすめ.jp」に掲載さ
れたインタビュー記事を一つ選んで読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 4 回】 

第４回：「留学のすすめ」をテーマとする対話（ダイ
アローグ）をおこなう。研究調査データや留学経験者
のインタビューなどから学び、留学が個人の人生やキ
ャリアにもたらすインパクトについて考察する。特に
留学経験によって、営利・非営利を問わず「起業しよ
うという意欲」が高まったという調査結果に着目す
る。そして「留学」を通じて「チャレンジする心・起
業家マインド」がどのように変化するか、について意
見交換する。 

＜アサインメント＞ 
授業で学んだ研究調査データと「留学のすす
め.jp」の実際のエピソードなどをもとに、
留学が個人に与えるインパクトについて考察
したレポートをまとめる。 
＜事前学習＞参考資料「若者の起業を増やす
にはどうしたらよいか」第Ⅱ章を読んでくる
こと。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 5 回】 

第５回： 
第 1 回から第 4 回を通じて、①異文化理解と多文化
共生の概念、②イノベーションと起業家マインドにつ
いて学んできた。第 5 回は、そのまとめとして、移
⺠や難⺠を含めて世界的な人材移動が生じる要因を分
析する。また、個人の人生設計において、異文化適応

 
＜クール・レポート＞ 
授業で学んだことをもとに①または②のレポ
ートをまとめること。 
課題①異文化理解、多文化共生を実現するう
えで、大学生の立場で取り組むアクション・



力やイノベーション・マインドがいかに重要な役割を
果たしているか、について理解を深める。 
＜クール・レポート＞ 
今日の社会課題を解決し状況を改善していくために、
どのような取り組みが必要か、を考える。課題①また
は課題②についてレポートをまとめること。 
 

プランと自分なりの提言をまとめてみよう。 
課題②社会変革（イノベーション）が進展す
る中で、あらゆる職業人は起業家マインドを
もつ必要があると言われている。起業家マイ
ンドを持つ職業人になるためには、学生とし
てどのような準備をしていくべきか、自分の
考えをまとめてみよう。 
（所要時間 120 分） 
 

【第 6 回】 

＜齋藤富雄＞ 
第１回：阪神・淡路大震災を知る 
 大震災から 20 年、被災地では大震災を知る住⺠も
減少し、経験の風化が心配されている。大震災の概
要、教訓を学大震災を自分のものとして、次なる大災
害に対応できる力を身に付ける。 

○事前準備 身近な大震災の経験談を聞く
(60 分) 
○アサイメント 講義で学んだこと、事前に
聞いた経験談などから、大震災から学んだ防
災減災の心得について簡単にまとめる(30
分) 

【第 7 回】 
第２回：防災行政の仕組み 
 防災行政の仕組みを学び、防災・減災についての知
識を深める。 

防災行政の仕組みを学び、防災・減災につい
ての知識を深める。 
○事前準備 国、都道府県、市町村の役割の
違いについて学んでおく(60 分) 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分 

【第 8 回】 

第３回：防災・減災の課題Ⅰ(国際防災協力・貢献、
災害時要援護者) 
 防災先進国日本の防災面での国際協力のあり方を学
び、国際貢献への関心を高める。また、災害時に弱い
立場にある人たちへの支援のあり方を考える。 

 
  
 ○事前準備  特に求めない。 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分)  
  
  
  
 

【第 9 回】 

第４回：防災・減災の課題Ⅱ(自助・共助、自主防災
組織) 
 自助、共助、公助について学ぶとともに、コミュニ
ティ防災のあり方などについて学ぶ。 

○事前準備 自分の住む地域の自主防災組織
について調べる。(60 分) 
○アサイメント 講義を参考にして、コミュ
ニティ防災について簡単にまとめる。(30
分) 

【第 10 回】 

第５回：防災・危機管理の心得 
 その内容 実際に発生した多くの事案をもとに、防
災・危機管理の心得を学ぶ。 
レポート作成の詳細については、第四回の授業時に説
明を行う。 

○事前準備 特に求めない 
○アサイメント 講義を参考にして、防災・
減災について感じたことを簡単にまとめる。
(30 分) 
○クール最終レポートを作成する。 (120
分） 

【第 11 回】 

＜宗田好史＞ 
第１回：「世界遺産って知ってますか？」 
 世界遺産とは何か、またその意味は何かを知りまし
ょう？ 
 世界遺産条約（1972 年採択）までの 50 年とその
後の 50 年の歴史を簡単に見ます。 
 文化遺産は変遷する？これまでどう変わってきたか

〇アサイメント 
世界遺産の基礎知識を調べて答えます。 
〇事前準備 
国内の世界遺産のリストを用意して下さい。 
【所要時間 45 分】 
 



を考えます。 
  
スライド（パワーポイント）で授業し、その PDF を
Web Class で配ります。また、小レポートは書式を
同時に配りますので、それに記入して下さい。 

【第 12 回】 

第２回：「文化遺産の保存っていつ始まったの、なぜ
古いモノを守るの」 
 文化財と文化遺産の違いは何、同じようで少し違う
のでしょうか。 
そこで、文化財保護の歴史を学びます。 
 その上で、世界の文化遺産、ICOMOS(国際記念物
遺産会議)の取組みを知り、次に国際機関を見ていき
ます。 
 UNESCO の仕事は何なの？またそれはどう変わっ
たの？ 
 そもそも役立っているの？ 
 

〇アサイメント 
文化財の種類を調べて答えます。 
〇事前準備 
発展途上国の世界遺産を調べて下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 13 回】 

第３回：「世界遺産の悩み−日本での問題点、世界の
課題」 
 世界遺産が変わったなかで、日本では登録できなか
った世界遺産候補も増えてきました。それでも運動を
続ける地元があります。 
  一方、世界遺産委員会での 1990 年代から熱心な
議論が続くのは、不均衡問題といって持つ国と持たな
い国の違いの問題があります。どこにでもある格差の
問題、貧困や飢餓を見ます。 
 その中で、世界遺産条約が目指す文化的多様性につ
いて考えます。 
 

〇アサイメント 
豊かになった国々となれなかった国々の違い
を考えます。 
〇事前準備 
身近な文化財を一つ選んで紹介します。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 14 回】 

第４回：「国際社会と文化遺産を巡る国際協力」 
 文化財の弊害の一つに文化的権威主義があります。
古いモノを守ることで伝統主義が強調され、時にはナ
ショナリズムという大国のエゴが主張されました。普
通の人々の間でも伝統を守るといって既得権を主張す
る高齢者がいます。その極端な姿が文化遺産の政治的
利用です。個人的な利用にも過度なものがあります。
そこに、文化遺産保護の⺠主国家の限界があり、日韓
両国の争点の背景にもいろいろな問題があるのです。 
 

〇アサイメント 
戦前と戦後の文化財行政の違いを考えます。 
〇事前準備 
これまでに訪れた世界文化遺産を一つ紹介し
て下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 15 回】 

第５回：「まとめ、世界遺産と観光」 
 世界遺産は観光資源ではなく、観光客が集まる訳で
もありません。日本国内にも観光客がほとんど訪れな
い世界遺産があります。それでも世界遺産登録を望む
のは、観光が目的ではないからです。 
 本来の目的、文化遺産を通じた国際理解の促進と平
和教育の取組みについて、少し時間を取って考えてみ
ませんか？ 
 UNESCO には理念があります。いや、ありまし

〇アサイメント 
小レポートにまとめて下さい。 
【所要時間 120 分】 
 



た。世界平和を実現するために教育が要る。1 本のペ
ンと世界遺産、1 冊の本と世界遺産、観光は本来そん
な平和のための活動なのです。 
＜クールレ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
Y53 

2.科目名 人間学Ⅱ （C グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、芦沢真五、齋藤富雄、宗田好史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学生は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の生活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人生について主体的に考え、生き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講生が自分自身の人生観や世界観の確立にとって必要な知的刺激
を受け、自分の生き方を考える自立した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポートを書く。一つ一つのテーマについて、自らの問題としてとら
え、しっかりとした自分の意見を持ってほしい。 
 なお、この科目は、履修者を３つのグループに分け、３人の教員による輪講形式で進めら
れるため、グループごとに受講順序が異なる。しかしどのような順序で学んでも、授業の進
行には差し支えないよう配慮されている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と生命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・デ 

19.教科書・教材 各先生が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜芦沢真五＞ 
◎「『移⺠時代』の多文化共生論―想像力・創造力を育む１４のレッスン」 松尾 知明（明
石書店） 
◎ “Densho” （日系アメリカ人の歴史ポータルサイト） 
http://nikkeijin.densho.org/ 
◎「グローバル人材育成と留学の⻑期的なインパクトに関する調査−留学経験者 5000 人の
調査結果−」 
http://recsie.or.jp/project/gj5000 
◎ "留学の 

21.成績評価 
3 名の担当者の小課題レポート(800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 



最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント  
23.オフィスアワー 各担当者に直接お聞きすること 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜芦沢真五＞ 
第１回：異文化理解とは何か？ 
マジョリティとマイノリティという概念について基本
的な理解を得られるように実例とケース・スタディー
を通じて学ぶ。 
 

＜アサインメント＞異文化との出会いについ
て、自分がこれまでの経験から感じたこと、
授業で新たに学んだことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞日系ブラジル人コミュニティー
にかかわるケース・スタディーを読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 2 回】 

第２回：日本の社会における多文化共生の課題 
「外国人」「日本人」という二項対立的な考え方が日
本社会に強く残っている実情について学ぶ。日系ブラ
ジル人コミュニティーにかかわるケース・スタディー
を題材として、ディスカッションを深めていく。 

＜アサインメント＞日系ブラジル人コミュニ
ティーにかかわるケース・スタディーについ
て、各自で考えたことをレポートにまとめ
る。 
＜事前学習＞“Densho”の導入歴史にかかわ
る動画を視聴する。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 3 回】 

第３回：移⺠として海外に渡った日本人、特に日系ア
メリカ人の歴史から学ぶ。日系アメリカ人が体験した
差別、苦境、社会適応プロセスなどを通じて、今日、
日本で起こっている多文化共生の課題を考える。 

＜アサインメント＞日系アメリカ人の歴史を
まとめたサイト、“Densho”から動画および
記事を読んで新たに学んだことをレポートす
る。 
＜事前学習＞「留学のすすめ.jp」に掲載さ
れたインタビュー記事を一つ選んで読んでく
る。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 4 回】 

第４回：「留学のすすめ」をテーマとする対話（ダイ
アローグ）をおこなう。研究調査データや留学経験者
のインタビューなどから学び、留学が個人の人生やキ
ャリアにもたらすインパクトについて考察する。特に
留学経験によって、営利・非営利を問わず「起業しよ
うという意欲」が高まったという調査結果に着目す
る。そして「留学」を通じて「チャレンジする心・起
業家マインド」がどのように変化するか、について意
見交換する。 

＜アサインメント＞ 
授業で学んだ研究調査データと「留学のすす
め.jp」の実際のエピソードなどをもとに、
留学が個人に与えるインパクトについて考察
したレポートをまとめる。 
＜事前学習＞参考資料「若者の起業を増やす
にはどうしたらよいか」第Ⅱ章を読んでくる
こと。 
（所要時間 60 分） 
 

【第 5 回】 

第５回： 
第 1 回から第 4 回を通じて、①異文化理解と多文化
共生の概念、②イノベーションと起業家マインドにつ
いて学んできた。第 5 回は、そのまとめとして、移
⺠や難⺠を含めて世界的な人材移動が生じる要因を分
析する。また、個人の人生設計において、異文化適応

 
＜クール・レポート＞ 
授業で学んだことをもとに①または②のレポ
ートをまとめること。 
課題①異文化理解、多文化共生を実現するう
えで、大学生の立場で取り組むアクション・



力やイノベーション・マインドがいかに重要な役割を
果たしているか、について理解を深める。 
＜クール・レポート＞ 
今日の社会課題を解決し状況を改善していくために、
どのような取り組みが必要か、を考える。課題①また
は課題②についてレポートをまとめること。 
 

プランと自分なりの提言をまとめてみよう。 
課題②社会変革（イノベーション）が進展す
る中で、あらゆる職業人は起業家マインドを
もつ必要があると言われている。起業家マイ
ンドを持つ職業人になるためには、学生とし
てどのような準備をしていくべきか、自分の
考えをまとめてみよう。 
（所要時間 120 分） 
 

【第 6 回】 

＜齋藤富雄＞ 
第１回：阪神・淡路大震災を知る 
 大震災から 20 年、被災地では大震災を知る住⺠も
減少し、経験の風化が心配されている。大震災の概
要、教訓を学大震災を自分のものとして、次なる大災
害に対応できる力を身に付ける。 

○事前準備 身近な大震災の経験談を聞く
(60 分) 
○アサイメント 講義で学んだこと、事前に
聞いた経験談などから、大震災から学んだ防
災減災の心得について簡単にまとめる(30
分) 

【第 7 回】 
第２回：防災行政の仕組み 
 防災行政の仕組みを学び、防災・減災についての知
識を深める。 

防災行政の仕組みを学び、防災・減災につい
ての知識を深める。 
○事前準備 国、都道府県、市町村の役割の
違いについて学んでおく(60 分) 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分 

【第 8 回】 

第３回：防災・減災の課題Ⅰ(国際防災協力・貢献、
災害時要援護者) 
 防災先進国日本の防災面での国際協力のあり方を学
び、国際貢献への関心を高める。また、災害時に弱い
立場にある人たちへの支援のあり方を考える。 

 
  
 ○事前準備  特に求めない。 
○アサイメント 講義を受け感じたことを簡
単にまとめる(30 分)  
  
  
  
 

【第 9 回】 

第４回：防災・減災の課題Ⅱ(自助・共助、自主防災
組織) 
 自助、共助、公助について学ぶとともに、コミュニ
ティ防災のあり方などについて学ぶ。 

○事前準備 自分の住む地域の自主防災組織
について調べる。(60 分) 
○アサイメント 講義を参考にして、コミュ
ニティ防災について簡単にまとめる。(30
分) 

【第 10 回】 

第５回：防災・危機管理の心得 
 その内容 実際に発生した多くの事案をもとに、防
災・危機管理の心得を学ぶ。 
レポート作成の詳細については、第四回の授業時に説
明を行う。 

○事前準備 特に求めない 
○アサイメント 講義を参考にして、防災・
減災について感じたことを簡単にまとめる。
(30 分) 
○クール最終レポートを作成する。 (120
分） 

【第 11 回】 

＜宗田好史＞ 
第１回：「世界遺産って知ってますか？」 
 世界遺産とは何か、またその意味は何かを知りまし
ょう？ 
 世界遺産条約（1972 年採択）までの 50 年とその
後の 50 年の歴史を簡単に見ます。 
 文化遺産は変遷する？これまでどう変わってきたか

〇アサイメント 
世界遺産の基礎知識を調べて答えます。 
〇事前準備 
国内の世界遺産のリストを用意して下さい。 
【所要時間 45 分】 
 



を考えます。 
  
スライド（パワーポイント）で授業し、その PDF を
Web Class で配ります。また、小レポートは書式を
同時に配りますので、それに記入して下さい。 

【第 12 回】 

第２回：「文化遺産の保存っていつ始まったの、なぜ
古いモノを守るの」 
 文化財と文化遺産の違いは何、同じようで少し違う
のでしょうか。 
そこで、文化財保護の歴史を学びます。 
 その上で、世界の文化遺産、ICOMOS(国際記念物
遺産会議)の取組みを知り、次に国際機関を見ていき
ます。 
 UNESCO の仕事は何なの？またそれはどう変わっ
たの？ 
 そもそも役立っているの？ 
 

〇アサイメント 
文化財の種類を調べて答えます。 
〇事前準備 
発展途上国の世界遺産を調べて下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 13 回】 

第３回：「世界遺産の悩み−日本での問題点、世界の
課題」 
 世界遺産が変わったなかで、日本では登録できなか
った世界遺産候補も増えてきました。それでも運動を
続ける地元があります。 
  一方、世界遺産委員会での 1990 年代から熱心な
議論が続くのは、不均衡問題といって持つ国と持たな
い国の違いの問題があります。どこにでもある格差の
問題、貧困や飢餓を見ます。 
 その中で、世界遺産条約が目指す文化的多様性につ
いて考えます。 
 

〇アサイメント 
豊かになった国々となれなかった国々の違い
を考えます。 
〇事前準備 
身近な文化財を一つ選んで紹介します。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 14 回】 

第４回：「国際社会と文化遺産を巡る国際協力」 
 文化財の弊害の一つに文化的権威主義があります。
古いモノを守ることで伝統主義が強調され、時にはナ
ショナリズムという大国のエゴが主張されました。普
通の人々の間でも伝統を守るといって既得権を主張す
る高齢者がいます。その極端な姿が文化遺産の政治的
利用です。個人的な利用にも過度なものがあります。
そこに、文化遺産保護の⺠主国家の限界があり、日韓
両国の争点の背景にもいろいろな問題があるのです。 
 

〇アサイメント 
戦前と戦後の文化財行政の違いを考えます。 
〇事前準備 
これまでに訪れた世界文化遺産を一つ紹介し
て下さい。 
【所要時間 45 分】 
 

【第 15 回】 

第５回：「まとめ、世界遺産と観光」 
 世界遺産は観光資源ではなく、観光客が集まる訳で
もありません。日本国内にも観光客がほとんど訪れな
い世界遺産があります。それでも世界遺産登録を望む
のは、観光が目的ではないからです。 
 本来の目的、文化遺産を通じた国際理解の促進と平
和教育の取組みについて、少し時間を取って考えてみ
ませんか？ 
 UNESCO には理念があります。いや、ありまし

〇アサイメント 
小レポートにまとめて下さい。 
【所要時間 120 分】 
 



た。世界平和を実現するために教育が要る。1 本のペ
ンと世界遺産、1 冊の本と世界遺産、観光は本来そん
な平和のための活動なのです。 
＜クールレ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM105-
Y51 

2.科目名 比較宗教論 （教職 1 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学生）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
生） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

世界宗教から各地の伝統的な⺠間信仰まで、また現代の疑似科学やカルトまでを、文化人類
学の視点から「個々人を社会に組み上げていく文化的な仕組み」として解説していきます。
またそのような仕組みを明らかにするため、文化人類学が作り出してきた様々な理論を解説
していきます。 
授業にあたっては、私自身のニューギニア調査など遠い異文化の事例と、ポップカルチャー
などみなさんに身近な自文化の事例を同等に取り上げ、同じ理論で分析していくことで、そ
れらが地続きの世界の事象であることを示したいと考えています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（3）多様性の理解と（2）問題解決力の学修に関連していま
す。 
①宗教のあり方を社会的な側面からとらえるための諸理論を説明することができる 
②社会のあり方を宗教的な側面からとらえるための諸理論を説明することができる。 
③それらの理論を使い、様々な文化事象を分析することができる。 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー ⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
科学／宗教／呪術 ― 授業テーマについて、成績評価
について、期末レポートについて ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 一神教における「神」とは何か ― ユダヤ教、キリス
ト教、イスラム教の基本論理 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 
私は世界で世界は私 ― 仏教、ヒンドゥー教の基本論
理 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 日本人の信仰心の根底にあるもの ― 道教の基本論理 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 魔法少女とメラネシア ― 呪力マナに関する報告と初
期理論の崩壊 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 
教義の研究から人々の宗教実践の理解へ ― 20 世紀
における宗教研究の転換 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 妖術師ルイスの告白 ― 妖術や精霊をめぐる機能主義
的分析 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 



【第 8 回】 
谷底から叫ぶもの ― 神話・伝説の研究と機能主義の
限界 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 9 回】 アスディワルの奇妙な冒険 ― 神話分析と構造主義 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 10 回】 世界は記号でできている ― トーテミズム分析、世界
観と構造 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 境界とタブーと非日常 ― ダグラスの境界論 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 
死と再生、あるいは儀礼的な逆転 ― リーチの境界
論、ターナーの境界論 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 病を投げ捨てる方法 ― 治癒儀礼の論理１：象徴論 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 
呪医は何を治したのか？― 治癒儀礼の論理２：コミ
ュニティの再構築としての癒し 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 痛みと説明 ― 治癒儀礼の論理３：物語論 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF101-
M51 

2.科目名 情報と社会 （情報学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

技術は確実に変化を続ける。自分の意志で経済の基本原則を無視するのは自由。しかし、経
済法則は変化しない。 
現在、ソフトウェアやコンテンツをはじめとした情報財は、市場において工業製品と肩を並
べるまでになったことは言うまでもないでしょう。また、インターネットの登場以降、たと
えば E コマース、web2.0、クラウドビジネス、オープン化、ビッグデータなど様々な動き
が登場しましたが、一過性のバズワードとして消えていったものもまた少なくありません。
情報産業は目まぐるしく変化を遂げ、情報産業は経済の表舞台に登場し現代経済は高度に情
報化されました。しかしながら、こうした「派手な」動きのみを追うことは、多くのトレン
ドを頼りにして事実に振り回され、単に現状を類推しているにすぎないと思われます。本講
義のテーマは、目まぐるしく発展を遂げる情報産業の背景にある「原理・原則を読み取る」
ことにあります。具体的には情報化時代の主役たる情報財の性質について詳述し、情報産業
のとる行動について経済学的考察を加えます。このことはつまり、経済学が現在の激しい変
化を見せる環境においても私たちのプラットフォームとなりうる事実を示すことにつながる
でしょう。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本講義は、高度に情報化した現代経済を経済学の観点から読み取ることを重視します。本講
義の具体的な到達点としては以下の四点をあげておきます。 
(1) 高度に情報化した経済に対する基本的認識力を身につける。 
(2) 情報財特有の性質について理解する。 
(3) 情報産業のとる戦略について理解を深める。 
(4) 上記②および③について、経済理論と関連させ理解をする。 
 

19.教科書・教材 
講義レジュメ。講義レジュメ。毎回「Web Class 」にアップするので、前もって各自が印
刷し目を通して講義に臨むこと。 

20.参考文献 

テキストは使用しませんが、有用と思われる参考書として以下のものをあげておきます。  
                                         
ミクロ経済理論理解のため、 
・ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス『クルーグマン ミクロ経済学』東洋経済新報
社、2007 年。  
                                            
産業の戦略に対する素養を深めるため、 
・⻑岡貞男・平尾由紀子『産業組織の経済学』日本評論社、2013 年。 
 

21.成績評価 ミニ課題: 20%、レポート課題: 30%、期末試験: 50%。 
22.コメント 経済学の基本的な知識をつけておくことが望ましい。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 ガイダンス 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 2 回 情報化社会の展望 
情報化社会論、産業の情報化・情報の産業化 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 3 回 
生産性論争 
ソローパラドックス、「ニューエコノミー」 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 4 回 
市場と情報 
インターネットショッピング、価格サイトの効果 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 5 回 
オープン化戦略と情報化 
オープンイノベーション、アウトソーシング 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 6 回 情報財の価格 (1) 
情報財制作のコスト、コストと競争 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 7 回 
情報財の価格 (2) 
情報財の価格づけ、価格差別化 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 8 回 
情報財のバージョン化 (1) 
情報財のラインアップ、価格と品質 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 9 回 
情報財のバージョン化 (2) 
適切なバージョン数と価格 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 10 回 ロックインを考える (1) 
ロックイン効果を理解する 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 11 回 ロックインを考える (2) 
ロックイン下での競争 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 12 回 
ネットワーク効果を考える (1) 
ネットワーク外部性とプラスのフィードバック 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 13 回 
ネットワーク効果を考える (2) 
性能の追及と互換性の確保 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 14 回 
ネットワーク効果を考える (3) 
オープン化対コントロール 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 15 回 総括 
講義内容の振り返りと期末試験へのアドバイス 

持参物：講義レジュメ、ノート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF101-
Y51 

2.科目名 情報と社会 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 
リベラルアーツ 科学
と生活 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 神⼾山手キャンパス生対象 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

情報と社会をめぐる様々な理論を、みなさんに身近な事例をあげながら解説していきます。 
特に中心になる概念は、インターネット上に作られる小社会「ネットコミュニティ」です
（第 3 回）。コミュニティ形成に関する理論を解説し（第 4〜6 回）、また（インターネット
に限らない）様々なメディアが生み出すコミュニティについて解説した（第 7〜10 回）後、
受講生に観光学科と経営学科の学生が多いことを踏まえ、ネットコミュニティをめぐる観光
戦略に焦点を当てて解説していきます（第 11〜15 回）。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標① 情報をめぐる社会現象を体系的にとらえるための諸理論を説明することができ
る 
学習目標② それらの理論を使い、情報をめぐる様々な社会現象を分析することができる 
※この授業の学習?標は DP の（3）多様性理解と（2）問題発見・解決力の学修に関連して
います。 

19.教科書・教材 教科書は使?しません。毎回、教材を配布します。 
20.参考文献 授業進?に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②に対応） 

22.コメント ※遠隔受講の場合の Zoom の URL はこちらです：{https://**********/} 

23.オフィスアワー ⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業ガイダンス ― 情報とは何か？ 
（授業テーマ、成績評価、受講方法など） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 情報化する社会１ ― インターネットと個人生活の変
化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 情報化する社会２ ― インターネットと集団形成 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 情報とコミュニティ１ ― 共有された考え方・感じ
方・やり方としての文化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 情報とコミュニティ２ ― 対話と解釈を通じたコミュ
ニティの形成過程 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 
情報とコミュニティ３ ― システム論からとらえた文
化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 情報とメディア１ ― ポップカルチャーの政治性 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 8 回】 情報とメディア２ ― マスコミの政治性 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 9 回】 情報とメディア３ ― うわさの仕組み ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 



【第 10 回】 情報とメディア４ ― 流行の仕組み ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 情報と経営戦略１ ― ご当地キャラとネットコミュニ
ティ 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 
情報と経営戦略２ ― ネットコミュニティを取り込む
「逆張り」戦略 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 
情報と経営戦略３ ― 炎上案件にみるネットコミュニ
ティ戦略の難しさ 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 
情報と経営戦略４ ― 疑似イベント化される「聖地巡
礼」 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 情報と経営戦略５ ― ニューツーリズムのさらに先へ ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF101-
a51 

2.科目名 情報と社会 (遠隔 ※神⼾山手 C 発信) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 
リベラルアーツ 科学
と生活 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
尼崎キャンパス生（2019 年度生〜2021 年度生）
対象 9.履修学年 1〜3 年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

情報と社会をめぐる様々な理論を、みなさんに身近な事例をあげながら解説していきます。 
特に中心になる概念は、インターネット上に作られる小社会「ネットコミュニティ」です
（第 3 回）。コミュニティ形成に関する理論を解説し（第 4〜6 回）、また（インターネット
に限らない）様々なメディアが生み出すコミュニティについて解説した（第 7〜10 回）後、
受講生に観光学科と経営学科の学生が多いことを踏まえ、ネットコミュニティをめぐる観光
戦略に焦点を当てて解説していきます（第 11〜15 回）。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標① 情報をめぐる社会現象を体系的にとらえるための諸理論を説明することができ
る 
学習目標② それらの理論を使い、情報をめぐる様々な社会現象を分析することができる 
※この授業の学習?標は DP の（3）多様性理解と（2）問題発見・解決力の学修に関連して
います。 

19.教科書・教材 教科書は使?しません。毎回、教材を配布します。 
20.参考文献 授業進?に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②に対応） 

22.コメント ※遠隔受講の場合の Zoom の URL はこちらです：{https://**********/} 

23.オフィスアワー 
⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業ガイダンス ― 情報とは何か？ 
（授業テーマ、成績評価、受講方法など） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 
情報化する社会１ ― インターネットと個人生活の変
化 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 情報化する社会２ ― インターネットと集団形成 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 
情報とコミュニティ１ ― 共有された考え方・感じ
方・やり方としての文化 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 
情報とコミュニティ２ ― 対話と解釈を通じたコミュ
ニティの形成過程 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 情報とコミュニティ３ ― システム論からとらえた文
化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 情報とメディア１ ― ポップカルチャーの政治性 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 8 回】 情報とメディア２ ― マスコミの政治性 
・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 9 回】 情報とメディア３ ― うわさの仕組み ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



・小テストに解答、送信 
【第 10 回】 情報とメディア４ ― 流行の仕組み ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 
情報と経営戦略１ ― ご当地キャラとネットコミュニ
ティ 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 情報と経営戦略２ ― ネットコミュニティを取り込む
「逆張り」戦略 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 情報と経営戦略３ ― 炎上案件にみるネットコミュニ
ティ戦略の難しさ 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 
情報と経営戦略４ ― 疑似イベント化される「聖地巡
礼」 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 情報と経営戦略５ ― ニューツーリズムのさらに先へ ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF102-
Y51 

2.科目名 情報倫理 （留） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二、杉本泰子 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 
基礎科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部社会学科 
 9.履修学年 1 年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
絶えず変化し続ける情報社会において、適切な情報技術の利活?ができるようになるための
判断と?構えを?動に移すことができるようになることを?指します。 
概要： 
本科?では、情報社会で活動する上で適切な判断と態度を取るために必要になる知識とスキ
ルを事例調査などの学習を通して?に付けます。インターネット等の技術は日々進歩してお
り、情報社会は常に変化を続けています。このため、知識とスキルを?分でアップデートし
ていけるようになることを?指して、技術?、法律?、倫理?それぞれにおいて、データを参照
しながら情報倫理について考える機会を提供します。授業では、授業?援システム
WebClass（e-Learning）を?います。また、適宜グループワークを取り?れます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
1. インターネット上での情報発信が他者に及ぼしうる影響について説明できる 
2. プライバシー権、知的財産権など?他の権利について説明できる 
3. 情報社会において、危機回避など安全な利活?のための?法について説明できる 
4. データ・AI 活用上の課題について説明できる 
5. 情報モラルに関する知識に基づいた適切な意思決定ができる 
[関連する DP（ディプロマポリシー）] 
（1）?律性（3）多様性理解（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル 

19.教科書・教材 『2021 事例でわかる 情報モラル 30 テーマ』実教出版，2021 年 

20.参考文献 
『情報倫理̲ネット時代のソーシャル・リテラシー』髙橋 慈子ほか，技術評論社，2020 年  
『教養としてのデータサイエンス』内田誠一ほか，講談社，2021 年 
その他、授業中に適宜資料を配付する。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま
す。 
（1）知識テスト （学習?標１・2・3・4 に対応）10% 
 →各テストは「満点」で合格です。（何度でもチャレンジできます） 
 →実施時期は、授業の中で指?します。 
（2）各ブロックに関する小レポート×４ （学習?標１・２・３・４・５に対応）60% 
（3）グループ作成ポスター（学習?標１・２・３・４・５に対応） 15％ 
（4）ふりかえりシート（学習?標１・２・３・４・５に対応） 15％ 

22.コメント 
・各回の授業で提?される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄
に記載しています。（個?差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定して
います。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワーは、月曜日昼休みです。 
質問や相談がある場合はこの時間を活用してください。その他、授業期間中は随時質問を受
け付けます。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・授業概要説明／ICT ツールの利用環境確認 
・「情報倫理」の理解度確認ワーク：これまでに学ん
だ「情報倫理（モラル・セキュリティ）」についてグ
ループディスカッション 

授業外学習： 
シラバスの内容確認 
教科書を概観して全体像をつかむ 

第 2 回 
ブロック(1)他者への影響① 
SNS と情報モラルについて考える 

事前学習：教科書（第 3・4・5・13・14 章
のうち指定の範囲）を読んでくる 
事後学習：本日の内容を復習 
 

第 3 回 
ブロック(1)他者への影響② 
SNS と情報モラルに関する事例を調べてみる 
→グループワークで共有 

授業外学習： 
授業中の調査ワークのつづき 

第 4 回 
ブロック(1)のまとめ 
自分自身の生活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（1）作成 
 WebClass から提出 
 

第 5 回 
ブロック(2)自他の権利① 
プライバシー権や個人情報保護について考える 

事前学習：教科書（第 8・9 章）を読んでく
る 
事後学習：本日の内容を復習 

第 6 回 

ブロック(2)自他の権利② 
プライバシー権や個人情報保護に関する事例を調べて
みる 
→グループワークで共有 

授業外学習： 
授業中の調査ワークのつづき 

第 7 回 ブロック(2)のまとめ 
自分自身の生活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（2）作成 
 WebClass から提出 

第 8 回 ブロック(3)情報セキュリティ① 
情報技術とセキュリティについて考える 

授業外学習： 
本日の内容を復習 
◆知識テスト の実施 

第 9 回 
ブロック(3)情報セキュリティ② 
情報技術とセキュリティに関する事例を調べてみる 
→グループワークで共有 

事前学習：教科書（第 6・7 章）を読んでく
る 
事後学習：本日の内容を復習 

第 10 回 
ブロック(3)のまとめ 
自分自身の生活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（3）作成 
 WebClass から提出 

第 11 回 
ブロック(4)データ・AI 活用上の課題① 
データ倫理や「AI と倫理」について考える 

事前学習：教科書（第 10・11・12 章）を読
んでくる 
事後学習：本日の内容を復習 

第 12 回 

ブロック(4)データ・AI 活用上の課題② 
データ倫理や「AI と倫理」に関する事例を調べてみ
る 
→グループワークで共有 

授業外学習： 
授業中の調査ワークのつづき 

第 13 回 ブロック(4)のまとめ 
自分自身の生活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（4）作成 
 WebClass から提出 

第 14 回 
情報倫理啓蒙ポスター作成：グループで共同編集→グ
ループ発表 

授業外学習： 
◆作成したポスターの提出（グループ代表者



が WebClass で提出） 
事後学習：ここまでの学習内容を振り返り、
自身の「態度」にどのような変化があったか
考えてみる 

第 15 回 学びのふりかえり、??評価、ポートフォリオ記述 ／ 
総評 

◆ふりかえりシート提出（WebClass：授業
中提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF202-
Y51 

2.科目名 デザイン思考 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部 データサイエンス専攻 推奨 
他学部 推奨 9.履修学年 

社会学部 2 年生以上 
他学部 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 チームベースの PBL 型アクティブラーニ
ング 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

◆システム思考からデザイン思考へ◆ 
 システム思考では、社会の様々な問題を俯瞰的に見ることで問題解決をする手法について
学んできました。客観的な視点から物事を捉えることで、特性を持つ物事 1 つ 1 つを分けな
がら関係性を配慮し、全体を 1 つのシステムとして捉えることで問題解決をしようという試
みです。システム思考を学び、問題解決のプロジェクトチームで実践することで社会の様々
な事象の全体像を把握し、 
1 つ 1 つに注目していたときには気づかなかった原因や、それに対する解決策を発見できる
ようになったと思います。 
この授業で学ぶデザイン思考とは、「人間中心の問題解決アプローチをする」考え方のこと
です。 
「使う側のユーザー起点で考える」、 
「商品の制作側とユーザー間のコミュニケーションを重視する」、 
「短い時間のスパンで繰り返し問題解決をおこない、試行錯誤しながら試す」、 
といった考え方がコンセプトになっています。 
システム思考は既に社会に存在する商品や社会の仕組みなどについて、改善をおこなうこと
が中心ですが、デザイン思考では、まだ社会に存在しない商品開発や仕組み開発について開
発をおこなう手法です。具体的には、人々のニーズを観察し、そこから得たアイデアを具体
的にプロトタイプ等に落とし込み、テストや試行錯誤を繰り返して解決していきます。 
こういった実験的な工夫はより効率的なデザイン思考の実践を実現します。 
システム思考でもデザイン思考でも共通して言えることは、チームで課題に取り組むという
姿勢です。システム思考でのチームの考え方はチームリーダーのいる組織体制ですが、一
方、デザイン思考ではアジャイルという手法を活用します。授業の中で実際にアジャイルな
チームでの問題解決、商品開発、イノベーションを SDGs の領域で考えていきます。社会は
人の営みから成っているところですから、そこに住む人々のニーズを見極め、解決すべき課
題を見極め、既存の価値観や既成概念に囚われることなく最適な解決策を模索していくこと
が大切ではないでしょうか。 
社会がより便利になり、生活しやすくなり、住みやすい場所になるようにするためにデザイ
ン思考を身に付けましょう！ 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力、(5)コミ
ュニケーションスキル、(6)専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています． 
①コンピュータやインターネットといった情報手段の使い、情報収集、情報分析ができる 
②収集した情報データを整理、解析し、現状における問題点の同定ができる 
③デザイン思考のためのシンキングツールを活用し、現状分析、シナリオプラニングができ
る 
④デザイン思考の学習領域で、チーム活動による PBL ができる  



⑤チームの PBL の成果をリッチメディアを 

19.教科書・教材 
教科書：『デザイン思考の教科書』,日経 BP 社 
参考書：『デザイン思考の教科書』, ダイヤモンド社 
参考資料：授業の進行に合わせて随時紹介する 

20.参考文献 適宜、資料を配布します。 
授業の進行に合わせて、随時、WebClass に提示します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
（個人の学びの評価）・・・授業各回での個人レベルの学びのふりかえりレポート［学習目
標①、②、③、④、⑤に対応］ 
課題作業ファイルの提出・・・4 点×15 回＝60 点 
※出席なしでのふりかえりレポートは認めない 
（チームによる PBL 学習・チーム貢献評価）［学習目標①、②、③、④、⑤に対応］ 
プログレスレポート課題 1：テーマ領域・情報データ収集・現状分析方法・・・・10 点 
［学習目標①、②、③に対応］ 
プログレスレポート課題 2：現状分析・課題定義・・・10 点 ［学習目標①、② 

22.コメント 
ノート PC を授業中リサーチツール・シンキングツール・学びの共有の場として使用しま
す。必ず持参してください。 

23.オフィスアワー 毎週⽕曜日 3 限目：学修支援室 
毎週⽕曜日 4 限目：個人研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction：デザイン思考とは？ 
講義：本コースの説明，シラバスの説明、ハウスルー
ルの説明 
チーム学習活動：チームビルディング、エンパシービ
ルディング、ブレインストーミング 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 2 回】 

◆デザイン思考のマインドセット◆ 
考えるということ・クリティカルシンキング（１） 
講義：シンキングツールを使って考える（マインドマ
ップ・マンダラート・PMI・SWOT 等) 
チーム学習活動：シンキングツール実践演習 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 3 回】 

◆デザイン思考のマインドセット◆ 
考えるということ・クリティカルシンキング（２） 
講義：シンキングツールを使って考える（ロジカルシ
ンキング・水平思考等） 
チーム学習活動：実践演習 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 4 回】 

デザイン思考演習１：課題領域の設定 
講義：身の回りの社会の一局面を取り上げ、テーマ領
域を絞りこむ 
チーム学習活動：実践演習（ブレインストーミング・
ディスカッション・コンセンサスビルディング） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 5 回】 

デザイン思考演習２：課題領域の設定ー＞現状分析
（１） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する 
チーム学習活動：実践演習（PMI 分析・デザイン思
考キャンバス・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 6 回】 デザイン思考演習３：課題領域の設定ー＞現状分析 ・今回の復習：教科書・配布資料の復習 



（２） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する、進捗確認 
チーム学習活動：実践演習（PMI 分析・デザイン思
考キャンバス・ディスカッション） 

・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 7 回】 

デザイン思考演習４：課題領域の設定ー＞現状分析ー
＞シナリオプラニング（１） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する 
チーム学習活動：実践演習（デザイン思考キャンバ
ス・SWOT 分析・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 8 回】 

デザイン思考演習５：課題領域の設定ー＞現状分析ー
＞シナリオプラニング（２） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する、進捗確認 
チーム学習活動：実践演習（デザイン思考キャンバ
ス・SWOT 分析・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 9 回】 

デザイン思考演習６：設定したテーマ領域での最重要
課題の同定 
講義：絞り込んだテーマ領域についての調査分析結果
を踏まえて、予め予測していた課題を評価・吟味する 
チーム学習活動：実践演習（これまでの演習プロセス
のふりかえりと評価・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 10 回】 

デザイン思考演習７：前回までの学びの成果を可視化
する 
講義：これまでの演習活動の成果を可視化する 
チーム学習活動：実践演習（これまでの演習活動成果
をポスター１枚にまとめる、クラスで共有）ー＞ピッ
チ形式プレゼン動画の作成 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 11 回】 

デザイン思考演習８：Pitch 形式によるプログレスレ
ポート 
講義・チーム学習活動：これまでの演習活動の成果を
まとめたポスターを使って、Pitch 形式によるプレゼ
ンテーション＆評価セッションをおこなう 
チーム学習活動：実践演習（コメントセッションを反
映した改善版の作成） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 12 回】 

デザイン思考演習９：解決案の作成（１） 
講義・チーム学習活動：これまでの演習活動の成果を
まとめたポスター等を基に、解決策を提案する 
チーム学習活動：実践演習（ブレインストーミング・
クリエーティブシンキング・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 13 回】 

デザイン思考演習１０：解決案の作成（２） 
講義・チーム学習活動：チームで挙がった解決策案を
評価し、最適な解決策を一つ絞り提案する 
チーム学習活動：実践演習（コンセンサス・ビルディ
ング・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 14 回】 
デザイン思考演習１１：最終報告書の作成（１） 
講義・チーム学習活動：チームのデザイン思考での学

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 



びのふりかえりを含めた成果物を動画等のリッチメデ
ィアを駆使して作成する 
チーム学習活動：実践演習（それぞれのチームメンバ
ーの得手とするリッチメディアを駆使して DX 時代の
最終報告書を作成する） 

・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 15 回】 

デザイン思考演習１２：最終報告書の作成（２）＆ふ
りかえり 
講義・チーム学習活動：チームのデザイン思考での学
びのふりかえりを含めた成果物をリッチメディアを駆
使して完成する 
チーム学習活動：実践演習（それぞれのチームメンバ
ーの得手とするリッチメディアを駆使して DX 時代の
最終報告書を完成し、クラス全体共有キャンバスで共
有・コメントセッションをおこなう） 

チーム課題提出：課題 4 を提出（締切） 
・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・総括ふりかえりレポートの作成・提出 
・授業アンケート・ポートフォリオ記入 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF204-
Y51 

2.科目名 情報管理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 専門教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
ビジネスにおける情報管理の基本的知識を理解し、説明できるようになることを目指しま
す。 
【概要】 
情報はビジネスにおいて、重要な経営資源のひとつである。情報技術の発達に伴って、様々
なビジネス分野で情報システムが活用されている。この科目は、情報システム管理の立場か
ら、経営活動に関わる業務流れの理解と関連問題の解決戦略、情報機器及びシステムの導入
と活用、情報システムの開発と技術戦略などについて学習し、社会人として備えておくべき
共通の情報管理の基礎素養を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①企業活動と法規に関する基礎知識について説明できる 
②システム戦略や経営マネジメントに関する基本知識について説明できる 
③技術戦略マネジメントやサービスマネジメントの知識について説明できる 
④プロジェクトマネジメントの基本知識について説明できる 
⑤情報機器及びシステムの導入と活用について提案できる 
⑥情報システムの開発と技術戦略について提案できる 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 指定しない 
20.参考文献 IT パスポート試験のシラバス、解説テキスト 

21.成績評価 
1. 毎回の授業の確認問題(50 点) 
2. 総括試験(50 点) 

22.コメント 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション 今回の復習：配布資料の復習 

【第 2 回】 企業活動と法務(1) 財務諸表 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 3 回】 企業活動と法務(2) 知的財産権・関連法規 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 4 回】 企業活動と法務(3) 業務分析手法 今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 5 回】 経営戦略とシステム戦略(1) 企業の組織 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 



【第 6 回】 経営戦略とシステム戦略(2) 経営戦略 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 7 回】 経営戦略とシステム戦略(3) 技術戦略・業績評価 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 8 回】 経営戦略とシステム戦略(4) ビジネスシステム・e-
ビジネス 

今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 9 回】 経営戦略とシステム戦略(5) 人工知能・IoT 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 10 回】 
経営戦略とシステム戦略(6) 情報システム戦略・ソ
リューションビジネス 

今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 11 回】 マネジメント(1) 企画・要件定義・システム開発 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 12 回】 マネジメント(2) テスト手法・ソフトウェア開発手
法 

今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 13 回】 マネジメント(3) プロジェクトマネジメント・工程
管理 

今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 14 回】 
マネジメント(4) IT サービスマネジメント・システ
ム監査 

今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 15 回】 まとめ・総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT103-
Y81 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作成
する。 
・実習（約 1 週間） ・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。終了後 1 週間以
内に礼状を送る。 
・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、システムを活
用し、それぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情
報を整理する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に生かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

・事前学修時のビジネスマナ−及びシステムの活動状況 10％ 
・システムによる日報の作成 40％ 
・実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
・実習報告書及び振り返りレポート 30％ 

22.コメント 

事前学習５コマ（Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて出席できる人のみ履修
してください（事前学習の補講はありません）。 
各企業は、学生の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学生
らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自

 



身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

第 2 回 

実習生としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 

システムの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 14 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 1 週間のインタ-ンシッ
プ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 15 回 
事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。  

第 16 回 
事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、概
ね 3 か月後に提出） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT103-
Y82 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子、片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 英語コミ学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 インターンシップへの参加を認められた者 

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作成
する。  
・実習 ・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。  
・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、それぞれの業
務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情報を整理する  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に生かすことができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中のリフレクションカレッジ投稿 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
なお、以上の 4 点をすべて参加、実施しない場合には単位を認定しない。  
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきました。学生の将
来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学生らしく、礼儀正し
く、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー 月曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の

実習先についての情報を調査し、まとめる 



実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。  
（＊インターンシップ経験者の話を聞く）  
実習生としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある 
自己目標設定の考え方につい 

【第 2 回】 

ビジネスマナー研修  
・ ルールとマナーの違い  
・ ビジネスマナー  
・ 職場におけるコミュニケーション  
・ 実習日誌の書き方について  
 

実習先にむけて、見出しなみ・注意事項・服
装チェックその他準備 

【第 3 回】 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の発
生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメント、
宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起こり
うるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを理解
する。  
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 
 

実習先への質問事項まとめ（その意図を明確
に） 

【第 4 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 5 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 6 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 7 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 8 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 9 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 10 回】 受入企業にて実習  実習企業の指示により対応する 



受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

【第 11 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 12 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 13 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

お礼状の作成 

【第 14 回】 

リフレクション  
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、報告会に向けた資料作
成を行なう 
 

グループワーク：PPT の完成と読み原稿の
完成 
パフォーマンスの確認  
 

【第 15 回】 

学内報告会の発表準備（開催）（実習先協力者＆担当
者を招く）  
実習報告書の作成   
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT103-
m82 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その 他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作
成する。 
・実習（約 1 週間） ・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。終了後 1 週間以
内に礼状を送る。 
・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、システムを活
用し、それぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情
報を整理する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に生かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

・事前学修時のビジネスマナ−及びシステムの活動状況 10％ 
・システムによる日報の作成 40％ 
・実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
・実習報告書及び振り返りレポート 30％ 

22.コメント 

事前学習５コマ（Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて出席できる人のみ履修
してください（事前学習の補講はありません）。 
各企業は、学生の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学生
らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自

 



身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

第 2 回 

実習生としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 

システムの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 14 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 1 週間のインタ-ンシッ
プ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 15 回 
事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。  

第 16 回 
事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、概
ね 3 か月後に提出） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT104-
Y81 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その 他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作
成する。 
・実習（約 2 週間） ・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。終了後 1 週間以
内に礼状を送る。 
・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、システムを活
用し、それぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情
報を整理する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に生かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

・事前学修時のビジネスマナ−及びシステムの活動状況 10％ 
・システムによる日報の作成 40％ 
・実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
・実習報告書及び振り返りレポート 30％ 

22.コメント 

事前学習５コマ（Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて出席できる人のみ履修
してください（事前学習の補講はありません）。 
各企業は、学生の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学生
らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自

 



身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

第 2 回 

実習生としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 

システムの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 14 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 2 週間のインタ-ンシッ
プ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 15 回 
事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。  

第 16 回 
事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了概ね 3
か月後に提出） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT104-
Y82 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子、片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 英語コミ学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 インターンシップへの参加を認められた者 

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作成
する。  
・実習 ・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。  
・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、それぞれの業
務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情報を整理する  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に生かすことができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中のリフレクションカレッジ投稿 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
なお、以上の 4 点をすべて参加、実施しない場合には単位を認定しない。  
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきました。学生の将
来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学生らしく、礼儀正し
く、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー 月曜 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の

実習先についての情報を調査し、まとめる 



実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。  
（＊インターンシップ経験者の話を聞く）  
実習生としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある 
自己目標設定の考え方につい 

【第 2 回】 

ビジネスマナー研修  
・ ルールとマナーの違い  
・ ビジネスマナー  
・ 職場におけるコミュニケーション  
・ 実習日誌の書き方について  
 

実習先にむけて、見出しなみ・注意事項・服
装チェックその他準備 

【第 3 回】 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の発
生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメント、
宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起こり
うるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを理解
する。  
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 
 

実習先への質問事項まとめ（その意図を明確
に） 

【第 4 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 5 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 6 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 7 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 8 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 9 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 10 回】 受入企業にて実習  実習企業の指示により対応する 



受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

【第 11 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 12 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 13~28
回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

お礼状の作成 

【第 29 回】 

リフレクション  
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、報告会に向けた資料作
成を行なう 
 

グループワーク：PPT の完成と読み原稿の
完成 
パフォーマンスの確認  
 

【第 30 回】 

学内報告会の発表準備（開催）（実習先協力者＆担当
者を招く）  
実習報告書の作成   
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT104-
m82 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作成
する。 
・実習（約 2 週間） ・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。終了後 1 週間以
内に礼状を送る。 
・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、システムを活
用し、それぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情
報を整理する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に生かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

・事前学修時のビジネスマナ−及びシステムの活動状況 10％ 
・システムによる日報の作成 40％ 
・実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
・実習報告書及び振り返りレポート 30％ 

22.コメント 

事前学習５コマ（Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて出席できる人のみ履修
してください（事前学習の補講はありません）。 
各企業は、学生の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学生
らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自

 



身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

第 2 回 

実習生としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 

システムの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 14 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 2 週間のインタ-ンシッ
プ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 15 回 
事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。  

第 16 回 
事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了概ね 3
か月後に提出） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
A02 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、三和本通商店街をフィールドに、地域住⺠との協働活動をとおして、住⺠主体の
視点、地域特性の把握方法、地域問題の発見方法などの習得をめざします。また、多角的・
多元的な視点をもち、座学での学習（既有知識）を血肉化していくために、活動のふりかえ
りを重視します。 
活動内容は、三和本通商店街振興組合、はんしんワーカーズコープとの共同のもと、三和本
通商店街周辺地域における課題発見とそれへの貢献活動プログラムを実施します。 
活動趣旨：2015 年国連サミットにおいて、SDGs(持続可能な開発目標)が決定しました。そ
こでは 17 のゴールと、それに紐づく 169 のターゲットが示されています。17 のゴールのひ
とつに、「住み続けられるまちづくりを」が設定されており、安全で自然災害にも対応でき
るまちづくりが掲げられています。また 2019 年には「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
が策定され、人口構造の急激な変化や地域で急増する複合的な問題へ対応すべく、官⺠協働
のまちづくりが急務となっています。他方、社会福祉を学ぶ学生は、地域で暮らす人々に寄
り添うマインドや生活課題を発見できるスキルの獲得が期待されています。 
 このような状況に鑑み、三和本通商店街をフィールドに、住⺠主体の持続可能なまちづく
りを実践するプログラムを展開します。具体的な活動内容は、商店街の空きスペースを活用
した「住⺠同士がつながる居場所づくり（図書館開設プロジェクト）」になります。プログ
ラムの立案やプログラム実施にかかる費用の管理、協働団体である三和本通商店街振興組
合、はんしんワーカーズコープやその他関係団体と円滑なコミュニケーションなど、各スキ
ルの獲得をめざします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は、以下の学習目標を設定します。 
①活動地域のニーズに合わせたプログラムを提案できる 
②プログラムの問題点を抽出できる 
③プログラムの問題点を改善案を提案できる 
④活動で得た気づきを座学の学習（既有知識）に関連性付けることができる 
本授業は、DP（ディプロマポリシー）の（2）社会的貢献性、（4）コミュニケーション力、
（5）問題発見・解決力と関連しています。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編集（2018）『体験の言語化実践ガイドブッ
ク』成文堂 

21.成績評価 

【課題 1】活動企画書 30％ 学習目標①に対応 ※グループ課題 
・企画内容：地域課題の発見と大学生が貢献できる活動プランの提案 
【課題 2】活動実施報告書 20% 学習目標②③に対応 ※グループ課題 
・提案したプログラムの実際の実行内容、活動中の問題点、改善案+実行、の枠組みで報告
書を 
【課題 3】レポート 30% 学習目標④に対応 
・レポートタイトル：「住⺠主体の持続可能なコミュニティの形成ー商店街での居場所づく
り事例からー」 



・2000 字程度 
【課題 4】プログラムのふりかえりシート 20％ 

22.コメント 

・本授業は、3 年生ゼミのテーマ「誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践とは」と関連させて実施します。 
・本授業は、1 年間を通じて、事前-期中-事後活動を展開します。現地での活動日程は、受
入団体との調整のうえ、決定します。 
・活動先訪問のために大学所有の自転車を利用する場合、損害賠償保険加入を証明する必要
があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション  

 ・活動プログラムの検討① 
〇第 4 回目までに【課題 1】を作成（各回で
60 分） 

 ・活動プログラムの検討②  

 
・活動プログラムの検討③ 
※フィールドワーク（インターンシップⅡ履修者と合
同） 

 

 
・現地活動 
※5 日間以上の活動を行います。福祉学専攻のインタ
ーンシップⅡ履修者と合同で進めます。 

★【課題 1】の提出 
〇活動実施の記録（各回 60 分） 

 ・現地活動のふりかえり①  
 ・現地活動のふりかえり②  
 ・現地活動のふりかえり③  
 ・現地活動のふりかえり④  
 ・現地活動のふりかえり⑤  

 ・活動報告書の検討① 
◎【課題 3】の作成（提出までの週で各 120
分） 

 ・活動報告書の検討②  

 
・活動企画書のサポート① 
★【課題 2】の提出 

〇【課題 4】レポートの執筆（提出までの各
週で 90 分） 

 ・活動企画書のサポート②  

 
・プログラムのまとめ 
【課題 5】の作成 
★【課題 4】の提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
Y81 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

【目的】学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現
場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大
学での学習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや
作業の流れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識について
の理解を深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
【概要】 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からな
る。 
○事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その 他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作
成する。 
○実習（約４週間）・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。終了後１週間以内
に礼状を送る。 
○事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、システムを活
用してそれぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情
報を整理する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
○企業の組織や業務について理解できる。 
○組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
○与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
○実習を通じて自己の課題を発見し、その後の学びに活かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

○評価は①〜⑤に基づき総合的に行う。 
①事前学習時のビジネスマナー及びシステムの活動状況 10％ 
②システムによる日報の作成 30％ 
③実習先への礼状 10% 
④実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
⑤実習報告書及びふりかえりレポート 30％ 

22.コメント 

○事前学習５コマ（7 月 10 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 11 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて
出席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
○各企業は、学生の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学
生らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 

第 2 回 

実習生としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 33 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 4 週間のインターンシ
ップ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 34 回 
事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 35 回 
事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了概ね 3
か月後に提出） 

   
   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
Y82 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 越山泰子、片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 英語コミ学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 インターンシップへの参加を認められた者 

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作成
する。  
・実習 ・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。  
・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、それぞれの業
務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情報を整理する  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に生かすことができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中のリフレクションカレッジ投稿 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
なお、以上の 4 点をすべて参加、実施しない場合には単位を認定しない。  
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきました。学生の将
来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学生らしく、礼儀正し
く、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー 月曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の

実習先についての情報を調査し、まとめる 



実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。  
（＊インターンシップ経験者の話を聞く）  
実習生としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある 
自己目標設定の考え方につい 

【第 2 回】 

ビジネスマナー研修  
・ ルールとマナーの違い  
・ ビジネスマナー  
・ 職場におけるコミュニケーション  
・ 実習日誌の書き方について  
 

実習先にむけて、見出しなみ・注意事項・服
装チェックその他準備 

【第 3 回】 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の発
生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメント、
宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起こり
うるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを理解
する。  
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 
 

実習先への質問事項まとめ（その意図を明確
に） 

【第 4 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 5 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 6 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 7 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 8 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 9 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 10 回】 受入企業にて実習  実習企業の指示により対応する 



受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

【第 11 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 12 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 13~43
回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

お礼状の作成 

【第 44 回】 

リフレクション  
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、報告会に向けた資料作
成を行なう 
 

グループワーク：PPT の完成と読み原稿の
完成 
パフォーマンスの確認  
 

【第 45 回】 

学内報告会の発表準備（開催）（実習先協力者＆担当
者を招く）  
実習報告書の作成   
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
m82 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

【目的】学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現
場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大
学での学習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや
作業の流れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識について
の理解を深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
【概要】 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からな
る。 
○事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマ
ナー、その 他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題(実習計画)を作
成する。 
○実習（約４週間）・・各企業の受入担当者の指導に基づき実施される。終了後１週間以内
に礼状を送る。 
○事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するかを分析し、システムを活
用してそれぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情
報を整理する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
○企業の組織や業務について理解できる。 
○組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
○与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
○実習を通じて自己の課題を発見し、その後の学びに活かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

○評価は①〜⑤に基づき総合的に行う。 
①事前学習時のビジネスマナー及びシステムの活動状況 10％ 
②システムによる日報の作成 30％ 
③実習先への礼状 10% 
④実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
⑤実習報告書及びふりかえりレポート 30％ 

22.コメント 

○事前学習５コマ（7 月 10 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 11 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて
出席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
○各企業は、学生の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学
生らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 

第 2 回 

実習生としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発生、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 33 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 4 週間のインターンシ
ップ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 34 回 
事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 35 回 
事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了概ね 3
か月後に提出） 

   
   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT106-
A82 

2.科目名 業界研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 
総合演習 
（実務経験のある教員
による授業科目） 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本実習は、企業訪問実習を通じて、業界研究を行う。 
①各コースの訪問先・研修先企業等の業務内容とありかたを、自分なりにまとめる 
②実社会の体験、業界の仕組み、仕事内容を頭と体で理解する。 
③自分の適性にあった職業か判断できるようにする。 
業界研究実習は２年次から具体化する専門分野の一部を実体験し、その分野が自分に向いて
いるかについて、体験をすることにより考える機会とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

安全安心を兵庫で学ぶ上で、必ず知っておくべき、阪神・淡路大震災の被害と復興、兵庫県
の防災体制について、人と防災未来センターを訪問することにより学習し、理解する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
・実習のまとめ ワークシート ５０％  
・振り返りを含む報告レポート作成（個人） 5０% 

22.コメント 

外部実習に関しては、めったにないチャンスであり、貴重な体験です。時間厳守は勿論、実
習で得た学びはその日のうちにまとめ、最終日には、実習先企業の業務内容、社会貢献度を
まとめ、自分の進む業界や職業を考えるきっかけにしましょう。 
今年度は、新型コロナウィルス感染防止のため、状況によっては企業を実際に訪問すること
は控えて、遠隔での間接的な訪問とする場合があります。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：月曜日２時限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１〜3 回 
12 月 日 

【第 1・2・３回】業界研究フェア参加（変更の可能
性あり） 
就職先の候補と思われる企業のブースを５カ所バーチ
ャル訪問して、事業内容、課題などについて学び、就
職先としての魅力を評価する。 

PC は必ず持参すること 

第 4〜5 回 
１月  日 

【第 4-5 回】事前学習（PM1 連携） 
訪問予定企業の事前学習：阪神南県⺠センター管内企
業、地元企業など、2 月に訪問予定企業について、事
業内容、課題などについて班別に事前調査研究をおこ
なう。 
最終回には、業界研究に向けた決意表明を行う。 

PC は必ず持参すること 

第 8-10 回  
< 2
月  )> 

【第 8・9・10 回】現地実習−1（変更の可能性あ
り） 
AM) 兵庫県広域防災センター 
    兵庫県の防災対策 
    兵庫県広域防災センターの役割 
    兵庫県広域防災センター施設の見学  

服装は、基本的にはスーツを着用すること。 



PM) 和牛マスター株式会社 
    企業の概要説明 
    業界の動向 
    就職情報 
    施設の見学 

第 8-10 回  
< 2 月  > 

【第 8・9・10 回】現地実習−２  
阪神南県⺠局管内の企業訪問（変更の可能性あり） 
AM)  三菱電機伊丹製作所、東リ株式会社、ヤンマ
ー株式会社など 
PM)  住友精密工業株式会社、株式会社あみだ池大
⿊ 

服装は、基本的にはスーツを着用すること。 

第 8-10 回  
< 2 月 日
( )> 

【第 8・9・10 回】現地実習−３（変更の可能性あ
り） 
AM) UCC コーヒー博物館訪問 
PM) 人と防災未来センター訪問 

PC は必ず持参すること 

第 11-13 回  
＜2 月  ＞ 

【第 11・12・13 回】マイナビ業界研究 EXPO  

第 14-15 回 
＜2 月  ＞ 

【第 14・15 回】事後学修 
訪問した企業の活動内容、活動に際しての課題、解課
題解決に向けた提案、総括を行います。 
e ポートフォリオへ振り返りをまとめて記載します。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT107-
A01 

2.科目名 インターンシップⅠ (教福̲2022 年度生) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三、三好徹明 

5.授業科目の区分 

展開科目  
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業の概要 
 小学校の教育現場において、夏学期中（主に９月）に、各職場の通常業務を体験する。ま
た、それに向けての事前学習および事後学習（体験の振り返り、発表など）を行う。具体的
な内容は以下の通り。 
・小学校でのインターンシップの目的、ねらい、内容を学びます。 
・夏学期に行う「インターンシップⅠ」に向けての準備と予備知識の獲得を目指します。 
・小学校の概要と、そこでの１日の生活内容、教師としての仕事の内容を学びます 
・２年次からの「教育保育インターンシップⅡ」や教育実習（３年次）に備え、職場体験の
基礎・基本を学びます。 
・社会人としてのマナー、法令遵守、守秘義務などについての理解を深めます。 
・夏学期に行う「インターンシップⅠ」に向けての準備と予備知識の獲得を目指します。 
・インターンシップの振り返りを行い、課題を見出すことでそれからの学内での学びに活か
します。  
授業の目的 
 目的意識を持ち、学内での科目と関連させ小学校で職場体験を行うことにより、教員に必
要な実践的能力を高めるとともに、自らの社会性や人間性を培う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰとの関連：自律性、コミュニケーションスキル、専門的知識・技術の活用力 
①インターンシップに参加する目的（学びたいこと）を持ち、自らの進路や大学での学び
（春学期の科目など）と関連付けながら説明することができる。 
②目的意識をもってインターンシップに参加し、そこで得た知識・経験を記録としてまと
め、自己分析することができる。 
③学校の教職員との対応や子どもたちとの交流の際、教師としての自覚・責任を意識して行
動することができる。 
④インターンシップを振り返り、そこから得た自己の課題について、その後の大学での 

19.教科書・教材 ・特に定めず、必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 小学校学習指導要領 

21.成績評価 

・ワークシートの記述 １０％・・・① 
・小レポート①     ２０％・・・① 
・小レポート②     ２０％・・・① 
・活動記録       ３０％・・・②③ 
・最終レポート     ２０％・・・④ 

22.コメント 

・小学校教諭をめざす学生で、３年生からの本実習を前に現場体験をしてみたいと希望する
者の受講を希望します。 
・特にボランティア活動に興味・関心の強い学生の参加を待っています。 
・実習現場は、こどもたちが主役となるところです。学生気分を捨て責任ある大人として行



動できることが求められます。自分を厳しく律する覚悟が必要です。 
・実習先への事前の連絡や訪問（挨拶・打ち合わせ）等、時間や費用（交通費など）が必要
となることもあります。 
・ボランティア保険への加入や実習先で必要となる諸費用（たとえば給食費、実習中の交通
費 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
・オリエンテーション 
 シラバスについて、教育保育インターンシップⅠの
意義、内容、体験活動、教育実習と の違いについて 

○「教育保育インターンシップ手引き」を読
み内容を理解しておく 
○インターンシップに向けて春学期の教職科
目で学んでおきたいこと 
（240 分） 

 

・小学校の概要 
 小学校とは？ 小学校の目的、教育内容、学校で働
く人々、教師の仕事、小学校の１日 等について概略
的に学ぶ 
・インターンシップ先希望調査（基本的には⺟校） 

○文部科学省・学校等について調査し、理解
したことを要約する（240 分） 

 

・インターシップまでの予定や個人で行うことなどに
ついて 
・電話連絡や挨拶の仕方、言葉遣い等について…解説
と練習 
・個人票の記入の仕方について…下書きを作成し提出 

○個人票の下書き未提出者は、完成させ次回
に提出（120 分） 

 

・個人票下書き返却。 
・体験先とのオリエンテーションや挨拶の仕方につい
て聞き、グループでまとめる 
・グループで話し合ったことを、全体の中で発表する 

○個人票の清書（60 分） 次回に提出 

 
・体験マナーについて話を聞く 
・手引きを参考に、グループで必要事項を書きとめる 
・グループで話し合ったことを、全体の中で発表する 

●個人票の清書提出 
○小レポート①作成「体験実習で何を学ぶの
か？」5/31 
までに WebClass へ提出 

 

・体験時期決定 
・「体験実習で何を学ぶのか？」について、書いたこ
とをもとにグループで話し合う 
・話し合ったことを、全体の中で発表する 

○小レポート②作成…全体で聞いたことか
ら、自分のレポートを見直して修正する
（240 分） 7/18 までに WebClass へ提出 

 

・現場体験直前ガイド 「体験実習で特に注意すべき
こと、心構え」 
・活動記録シートの書き方を聞く 
・インターンシップに向けて、学内の学修で学べたこ
と。それを、どのように活かすか。について話し合
う。 

○第 7 回で学んだことをまとめる（120 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 



う。  １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 

振り返り 
・「体験学習で学んだこと、印象に残ったこと、見つ
けた自分の課題 等」についてグループで交流する。 
・話し合ったことを発表する。 
 

●活動記録提出  
○最終レポート「今回の体験実習で学んだこ
と」を作成し 10/31 までにＷｅｂＣｌａｓ
ｓへ提出。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT107-
A02 

2.科目名 インターンシップⅠ (教福̲2022 年度生) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、谷口一也 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・2 年次からの「教育保育インターンシップⅡ」や、保育実習に備え、職場体験の基礎・基
本を学ぶ。 
・大学生活の課題や自分の適性について考える機会とする。 
・社会人としてのマナー、法令遵守、守秘義務などについての理解をする。 
・保育現場における安心・安全について学び、実際に体験する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は教育学部 DP の（２）（５）の学修に関連しています。 
・現場において必要とされる実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をと
ることができる。 
・現場で円滑にコミュニケーションをとることができるスキルを獲得し、相互の立場を尊重
した人間関係を構築することができる。 
①授業やインターンシップ 1 を通して、保育の現場における「生命の保持」・「子どもの理
解」・「職員の職務」な どについて理解することができる。 
②職場体験を通して、社会のマナーや集団でのルールを守ることができる。 
③子ども 

19.教科書・教材 特に定めず必要に応じて資料を配布する。 

20.参考文献 
平成 29 年告示 
 保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

21.成績評価 
ワークシート 2 回   20 点（学習目標①に対応） 
課題レポート 2 回  20 点（学習目標①③に対応） 
活動記録   3 日分  60 点（学習目標②③に対応） 

22.コメント 
職場体験をすることで、社会の一員として働くことの意味を考えます。また、将来の職業と
して選んだ保育者が、自分にとっての適性があるのかどうかを考えるきっかけになります。 
 

23.オフィスアワー 
下里・・・⽕曜日の昼休み 
谷口・・・センタープログラム（理科）の他、研究室にいるときに問い合わせ等お願いしま
す。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 

講義 
 ・オリエンテーション(授業の進め方、課題、評価
など） 
 ・ 「教育保育インターンシップの手引き」配布。 
 ・教育保育インターンシップ 1 について。 

〇「教育保育インターンシップの手引き」を
復習しておく。 

2 回目 保育者の仕事と役割について学ぶ 
ＤＶＤを見てワークシート①の記入 

〇ワークシート①を次回授業までにウエブク
ラスに提出。 

3 回目 
・講義 
 多様化する就学前教育施設について 

今日の授業の復習 



 活動記録の書き方 
 

4 回目 

・講義 
 0 歳から 5 歳児の発達の特徴について 
 安心・安全な保育について 
 

〇今日の復習 
 

5 回目 

・活動 
 「インターンシップⅠの活動内容とその意義及び目
的」について 
 インターンシップⅠで学びたいこと。目標の明確
化。 

〇課題レポート① 
テーマ「私のインターンシップの目標」をウ
エブクラスに次回の授業までに提出。 

6 回目 

・ゲストテーチャーの話を聞く。６月１６日 
 「保育現場の安全・安心について学ぶ」 
  
 ★ワークシート②「講師の話を聞いて学んだこと」 

〇今日の復習 
 ワークシート②をウエブクラスに提出 

7 回目 
・講義 
 個人票の下書き方について 
 下書き、誓約書の記入（印鑑必要） 

★個人票清書（写真は貼らない） 

8 回目 
・インターンシップ先発表 
 個人票完成させて写真を貼る 
 インターンシップの心得を確認 

〇訪問先の情報収集 

9 回目 

・インターンシップ先事前訪問 
・写真を貼った個人票は、教員がまとめて、インター
ンシップ先に持参する。 
  
 

〇インターンシップの心得や活動記録の書き
方など学びの振り返り。 

10 回目〜12
回目 
インターン
シップ活動
（3 日間） 

・インターンシップⅠ体験 
・活動記録作成及び目標カードの評価 
（※活動記録は 3 日間が終わったら、速やかに下里
先生か谷口先生に提出すること） 

〇活動記録を書く 

事後指導に
ついては後
日ウエブク
ラスで知ら
せる 

・事後指導 
 活動記録 3 日分の提出。 
 グループワーク（インターンシップで学んだこと。
疑問に思ったことなど） 
・最終課題レポート② 

★課題レポート②提出 
 

   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT107-
A03 

2.科目名 インターンシップⅠ (教福̲2021 年度生) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 春木裕美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

尼崎市内の高齢者福祉施設を訪問し、そこで生活している地域の高齢者支援に関わることを
通して、安全・安心の暮らしあり方を考えていきます。 
・高齢者が求める安全・安心な暮らしのあり方について考えます。 
・専門職が支援する安全・安心な暮らしのあり方について考えます。 
本プログラムは、教育福祉学科１年生が参加することを想定しています。初年次セミナーの
クリティカルシンキングのテーマである「安全・安心」を実際的に学ぶため、地域の高齢者
福祉施設で活動します。活動での経験は、秋学期の基礎演習の学習内容へと接続していきま
す。 
専攻（コース）選択の素材として位置づけています。 
【活動先】 
社会福祉法人隆生福祉会 
特別養護老人ホームゆめパラティース 
〒661-0975 尼崎市下坂部 3 丁目 3 番 1 号 
TEL：06-6415-8321 
http://www.smile-yume.com/paratice/ 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の「社会的貢献性」「多様性理解」に関連していま
す。 
①高齢者が求める安全・安心な暮らしのあり方について説明することができる。 
②専門職が支援する安全・安心な暮らしのあり方について説明することができる。 
 

19.教科書・教材 資料を配付します。 

20.参考文献 
適宜紹介していきます。 
「昔の文化・風俗」に関する学びは重要です。図書館で高齢者関連の書籍を検索してみまし
ょう。 

21.成績評価 

 
■事前学習 20％×2 回 学習目標①③ 
＊個人によるレポート作成 
■期中活動 20％ 学習目標①② 
・ふりかえりシート（活動日誌）の作成 
■事後学習 40％ 学習目標①② 
・ポスター発表 
 ・テーマ：高齢者福祉施設における安全・安心な暮らしのあり方を提案する 
 ・発表の際にはステークホルダー関係者も参加予定 
＊成果物はすべて webclass に提出します。 
 

22.コメント  



実習は地域の高齢者が生活している場で活動します。他者を尊重し謙虚で誠実な態度で話を
根気強く聴くことができる学生を求めます。活動先へは尼崎キャンパスにある大学所有の自
転車を利用（自転車保険に加入していることが必要）、もしくは徒歩（15 分程度）で移動し
てください。      
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

 
■事前学習 5 コマ 
1 回目：オリエンテーション（授業の概要説明） 
2 回目：高齢者の生活施設を知る① 
3 回目：高齢者の生活施設を知る② 
4 回目：活動先における高齢者理解①（身体・精神・
社会面からの理解） 
5 回目：活動先における高齢者理解②（生活場面にお
ける安全・安心の工夫） 
■期中活動 3 日以上かつ 24 時間以上の活動 
現地活動：3 日以上かつ 24 時間以上従事する（どち
らかの条件を満たすこと）。 
活動内容：活動先職員の業務に準じる内容、事前学習
時のマッチングの際に確認した活動。 
■事後学習 4 コマ 
１回目 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT108-
M83 

2.科目名 業界研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

総合演習 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本実習は、企業訪問実習を通じて、業界研究を行う。 
①各コースの訪問先・研修先企業等の業務内容とありかたを、自分なりにまとめる 
②実社会の体験、業界の仕組み、仕事内容を頭と体で理解する。 
③自分の適性にあった職業か判断できるようにする。 
業界研究実習は２年次から具体化する専門分野の一部を実体験し、その分野が自分に向いて
いるかについて、体験をすることにより考える機会とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

安全安心を兵庫で学ぶ上で、必ず知っておくべき、阪神・淡路大震災の被害と復興、兵庫県
の防災体制について、人と防災未来センターを訪問することにより学習し、理解する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 ・実習のまとめ ワークシート ５０％  
・振り返りを含む報告レポート作成（個人） 5０% 

22.コメント 

外部実習に関しては、めったにないチャンスであり、貴重な体験です。時間厳守は勿論、実
習で得た学びはその日のうちにまとめ、最終日には、実習先企業の業務内容、社会貢献度を
まとめ、自分の進む業界や職業を考えるきっかけにしましょう。 
今年度は、新型コロナウィルス感染防止のため、状況によっては企業を実際に訪問すること
は控えて、遠隔での間接的な訪問とする場合があります。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 ４限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１〜3 回 
12 月 日 

【第 1・2・３回】業界研究フェア参加(三木キャンパ
ス内) 
就職先の候補と思われる企業のブースを５カ所バーチ
ャル訪問して、事業内容、課題などについて学び、就
職先としての魅力を評価する。 

PC は必ず持参すること 

第 4〜5 回 
１月  日 

【第 4-5 回】事前学習(三木キャンパス内・PM1 連
携) 
訪問予定企業の事前学習：阪神南県⺠センター管内企
業、地元企業など、2 月に訪問予定企業について、事
業内容、課題などについて班別に事前調査研究をおこ
なう。 
最終回には、業界研究に向けた決意表明を行う。 

PC は必ず持参すること 

第 8-10 回  
< 2
月  )> 

【第 8・9・10 回】現地実習−1(予定) 
AM) 兵庫県広域防災センター 
    兵庫県の防災対策 
    兵庫県広域防災センターの役割 

服装は、基本的にはスーツを着用すること。 



    兵庫県広域防災センター施設の見学  
PM) 和牛マスター株式会社 
    企業の概要説明 
    業界の動向 
    就職情報 
    施設の見学 

第 8-10 回  
< 2 月  > 

【第 8・9・10 回】現地実習−２  
阪神南県⺠局管内の企業訪問(予定) 
AM)  三菱電機伊丹製作所、東リ株式会社、ヤンマ
ー株式会社など 
PM)  住友精密工業株式会社、株式会社あみだ池大
⿊ 

服装は、基本的にはスーツを着用すること。 

第 8-10 回  
< 2 月 日
( )> 

【第 8・9・10 回】現地実習−３(予定) 
AM) UCC コーヒー博物館訪問 
  
PM) 人と防災未来センター訪問 

PC は必ず持参すること 

第 11-13 回  
＜2 月  ＞ 

【第 11・12・13 回】マイナビ業界研究 EXPO  

第 14-15 回 
＜2 月  ＞ 

【第 14・15 回】事後学修 
訪問した企業の活動内容、活動に際しての課題、解課
題解決に向けた提案、総括を行います。 
e ポートフォリオへ振り返りをまとめて記載します。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT108-
M84 

2.科目名 業界研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本実習は、企業訪問実習を通じて、業界研究を行う。 
①各コースの訪問先・研修先企業等の業務内容とありかたを、自分なりにまとめる 
②実社会の体験、業界の仕組み、仕事内容を頭と体で理解する。 
③自分の適性にあった職業か判断できるようにする。 
業界研究実習は２年次から具体化する専門分野の一部を実体験し、その分野が自分に向いて
いるかについて、体験をすることにより考える機会とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

安全安心を兵庫で学ぶ上で、必ず知っておくべき、阪神・淡路大震災の被害と復興、兵庫県
の防災体制について、人と防災未来センターを訪問することにより学習し、理解する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
・実習のまとめ ワークシート ５０％  
・振り返りを含む報告レポート作成（個人） 5０% 

22.コメント 

外部実習に関しては、めったにないチャンスであり、貴重な体験です。時間厳守は勿論、実
習で得た学びはその日のうちにまとめ、最終日には、実習先企業の業務内容、社会貢献度を
まとめ、自分の進む業界や職業を考えるきっかけにしましょう。 
今年度は、新型コロナウィルス感染防止のため、状況によっては企業を実際に訪問すること
は控えて、遠隔での間接的な訪問とする場合があります。 

23.オフィスアワー 月曜日 昼時間 12 時 10~1 時 10 分 (4 号館４階 村田研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１〜3 回 
12 月 12 日 

【第 1・2・３回】業界研究フェア参加(三木キャンパ
ス内) 
就職先の候補と思われる企業のブースを５カ所訪問し
て、事業内容、課題などについて学び、就職先として
の魅力を評価する。 

PC は必ず持参すること 

第 4〜6 回 
１月 

【第 5~7 回】事前学習(三木キャンパス内) 
訪問予定企業の事前学習：阪神南県⺠センター管内企
業、地元企業など、2 月に訪問予定企業について、事
業内容、課題などについて班別に事前調査研究をおっ
こなう。 
最終回には、業界研究に向けた決意表明を行う。 

PC は必ず持参すること 

第 7〜9 回  
< 2 月   日
(  )> 

【第 7・8・9 回】現地実習−1(予定) 
AM) 兵庫県広域防災センター 
    兵庫県の防災対策 
    兵庫県広域防災センターの役割 
    兵庫県広域防災センター施設の見学  
PM) 藤原産業株式会社 
    企業の概要説明 

服装は、基本的にはスーツを着用すること。 



    業界の動向 
    就職情報 
    施設の見学 

第 11〜13 回 
< 2 月    日
(  )> 

【第 8・9・10 回】現地実習−２  
阪神南県⺠局管内の企業訪問(予定) 
AM)  三菱電機伊丹製作所、東リ株式会社、ヤンマ
ー株式会社など 
PM)  住友精密工業株式会社、株式会社あみだ池大
⿊ 

服装は、基本的にはスーツを着用すること。 

第 14・153
回 
< 2 月 日
( )> 

【第 14・15 回】事後学修 
訪問した企業の活動内容、活動に際しての課題、解課
題解決に向けた提案、総括を行います。 
e ポートフォリオへ振り返りをまとめて記載します。 

PC は必ず持参すること 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT212-
A01 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、中⻄一彦、水本隆正、三好徹明、百瀬和夫、吉田武大 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 【目的】 
 教育・保育現場における活動を中心として、教育現場への理解を深めることを目指す。 
 【概要】 
 教育保育インターンシップⅡでは、教育現場における現状と課題を学習する。一人ひとり
が課題を  持ち、多様な体験することを通して問題解決の糸口を探ることができれば、教
育・保育実習につながる。 
 また、グループワークを通して情報の共有を図り、研究を進めていくことにより、教育・
保育現場理解という目的達成をより確かなものにする。 
 さらに毎回の活動記録を書くことや、担当教員の指導を受け、疑問や問題を解決し、実践
的能力が高まっていくことを目的とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の(1)自律性、（2）社会的貢献性に関連しています。 
①学内での科目と関連させて、職場体験を行うことにより、教員や保育者に必要な実践的能
力を高める。 
②自らの社会性や人間性を培うこと。 

19.教科書・教材 適宜必要な資料配布 
20.参考文献 適宜配布 

21.成績評価 
毎回の活動記録（25 回分） ６０点（学習目標の①に対応） 
課題レポート（A.B の２つ） ４０点（学習目標の①②に対応） 

22.コメント 
年間を通じて開講する。継続した現場体験となることで、実践力が身につくことを期待して
いる。 
授業に関するワークシートや、連絡事項などはウエブクラスにてお知らせします。 

23.オフィスアワー 

下里：⽕曜昼休み 
中⻄：春学期木曜 4 限（研究室） 秋学期未定 
吉田：春学期月曜 5 限（研究室） 秋学期未定 
三好：春学期月曜 3 限（研究室） 秋学期月曜 3 限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
 ４/11  
【第２回】   
4/18 

 
第１回 オリエンテーション 
     授業の進め方、評価について 
     インターンシップ（教育現場体験活動）に
ついて 
     「インターンシップの手引き」を配布して
説明。 
     

【第 1 回】 
○「インターンシップの手引き」をよく読ん
でおく。 
【第 2 回】 
 ◎課題Ａ「教育現場にある種々の仕事につ
いて調べ、まとめる」（240 分）―第１5 
回学内活動時に提出。 
 



               
第２回  講義（学内活動）・活動記録の書き方につ
いて 
     実習先の選定・確定（担当教員決定） 
     体験活動に向けて、学習計画をたてる。 
     実習種別によるグループワーク  
     連絡網作成 
         
 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

第３回  教育・保育現場活動体験 
第４回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 3 回】および【第 4 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

第５回  教育・保育現場活動体験 
        
第６回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 5 回】および【第 6 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。        ○返却された
活動記録を踏まえて、次週の課題を見つけ
る。（120 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

第７回 教育・保育現場活動体験 
第８回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 7 回】および【第 8 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。        ○返却された
活動記録を踏まえて、次週の課題を見つけ
る。（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

第９回  教育・保育現場活動体験 
第１０回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 9 回】および【第 10 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。        
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

第１1 回  教育・保育現場活動体験 
第１2 回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 11 回】および【第 12 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見付ける。（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

第１3 回   教育・保育現場活動体験 
第１４回  教育・保育現場活動体験 
     
              ※小学校現場が夏休み中でも、、プー
ル指導等お手伝いできる       ことはないか
申し出る。                  
 

【第 13 回】 
○ 秋学期からの活動に向けて新たな課題 B
を考えておく。（240 分） 
【第 14 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 

【第 15 回】 第１５回 学内講義（春学期の振り返り・課題 B を 【第 16 回】 



7/25 10 時 
【第 16 回】 
9/26 10 時 

考える） 
            課題 B・・・・ 
  「1 学期間の体験において学んだことや自分の課
題をまとめる」 
         
              
第１６回  学内講義 
      2 学期の目標など 
 

○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

第１７回 教育・保育現場体験活動 
第１８回 教育・保育現場体験活動 
  
 

【第 17 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次回の課
題を見つける。（120 分） 
【第 18 回】 
●課題 B を考察する 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

第１９回  教育・保育現場活動体験 
第２０回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 19 回】および【第 20 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

第２１回  教育・保育現場活動体験 
   
第２２回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 21 回】 
●課題 B 確認 
【第 22 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

第２3 回  教育・保育現場活動体験     
             
第２4 回  教育・保育現場活動体験 

【第 23 回】および【第 24 回】 
○活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜日）
に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

第２５回  教育・保育現場活動体験 
             
第２６回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 25 回】および【第 26 回】 
○活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜日）
に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

第２７回  教育・保育現場活動体験  
第２８回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 27 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○グループ課題Ｂレポートをまとめる（120
分） 



【第 28 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 29 回】 
1 月 23 日 
インターン
シップ最後
です 
【第 30 回】 
大学におい
て授業 
1 月 30 日 
10 時 

第２９回   教育・保育現場活動体験 
                 (最終の活動日となる) 
第３０回   講義 
       体験活動の振り返り、まとめ、発表 
                              
               ※2，3 月のインターンシップ先の継
続についても協議する 
 

【第 29 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆今までの活動
記録未提出分は仕上げて提出。 
（120 分） 
【第 30 回】 
☆課題Ｂレポートウエブクラスに提出 
○ワークシート「インターンシップを終え
て、学んだこと・気付いたこと」をウエブク
ラスに提出（240 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT212-
A02 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、三和本通商店街周辺をフィールドに、地域住⺠との協働活動をとおして、住⺠主
体の視点、地域特性の把握方法、地域問題の発見方法などの習得をめざします。また、多角
的・多元的な視点をもち、座学での学習（既有知識）を血肉化していくために、活動のふり
かえりを重視します。 
活動内容は、はんしんワーカーズコープや三和本通商店街振興組合との共同のもと、地域課
題の発見とそれへの貢献活動プログラムを実施します。 
活動趣旨：2015 年国連サミットにおいて、SDGs(持続可能な開発目標)が決定しました。そ
こでは 17 のゴールと、それに紐づく 169 のターゲットが示されています。17 のゴールのひ
とつに、「住み続けられるまちづくりを」が設定されており、安全で自然災害にも対応でき
るまちづくりが掲げられています。また 2019 年には「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
が策定され、人口構造の急激な変化や地域で急増する複合的な問題へ対応すべく、官⺠協働
のまちづくりが急務となっています。他方、社会福祉を学ぶ学生は、地域で暮らす人々に寄
り添うマインドや生活課題を発見できるスキルの獲得が期待されています。 
 このような状況に鑑み、「地域や実践現場の多様な課題に基づいた教育・福祉の安全・安
心とは？」を学習テーマにしながら、三和本通商店街での活動を展開します。商店街で暮ら
す人々の声/語りをもとに、三和本通商店街 50 年のこれまで・いま・これからの暮らしを丁
寧に紐解きながら、人々にとっての well-being や安全・安心について検討していきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は、以下の学習目標を設定します。 
①活動地域の概要や特性を説明できる 
②インタビュー内容の設計ができる 
③インタビューで得られた内容を整理できる 
④③をもとに、アーカイブ資料の作成ができる 
本授業は、DP（ディプロマポリシー）の（2）社会的貢献性、（4）コミュニケーション力、
（5）問題発見・解決力と関連しています。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編集（2018）『体験の言語化実践ガイドブッ
ク』成文堂 

21.成績評価 

【課題 1】フィード概要ノート 20％ 学習目標①に対応 
・フィールドワークを通して、活動地域の概要や特性について整理する。 
【課題 2】インタビュー報告書 30% 学習目標②③に対応 
・インタビュー設計および結果をまとめる 
【課題 3】アーカイブ資料の作成と実施報告書 40％ 学習目標④に対応 
・三和本通商店街 50 年アーカイブ資料の作成 
【課題 4】プログラムのふりかえりシート 10％ 

22.コメント 
・本授業は、2 年生ゼミのテーマ「地域や実践現場の多様な課題に基づいた教育・福祉の安
全・安心とは」と関連させて実施します。 
・本授業は、1 年間を通じて、事前-期中-事後活動を展開します。現地での活動日程は、受



入団体との調整のうえ、決定します。 
・活動先訪問のために大学所有の自転車を利用する場合、損害賠償保険加入を証明する必要
があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション  

 ・活動地域の学習① 〇第 4 回目までに【課題 1】を作成（各回で
60 分） 

 ・活動地域の学習②  

 ・活動地域の学習③ 
※フィールドワーク 

 

 ・現地活動 
★【課題 1】の提出 
★活動ごとに【課題 2】を作成（各回で 60
分） 

 ・現地活動  
 ・現地活動  
 ・インタビューの整理①  
 ・インタビューの整理②  
 ・インタビューのまとめ③  

 ・アーカイブ資料の作成① ◎【課題 3】の作成（提出までの週で各 120
分） 

 ・アーカイブ資料の作成②  
 ・アーカイブ資料の作成③  
 ・アーカイブ資料の作成④  

 ・プログラムのまとめ 
【課題 4】の作成 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL105-
A51 

2.科目名 日本事情 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 

日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 
展開科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、政治、社会、文化、歴史、宗教、生活習慣、社会問題など様々な側面から、日
本を捉えることに よって、日本への理解を深めることを目的とする。また、その過程で、
今後、日本が、あるいは世界がどの ような方向に進んでいくべきかを議論し、論理的かつ
柔軟な思考を養う。 本授業は、英語と日本語の両方で行う。また時事的な問題を取り込む
こと、また留学生の国籍や人数によ って、比較すべき項目を柔軟にシフトしながら授業で
扱う項目を変更しつつ行っていくので、本シラバ スに記載されていない日本の側面を扱う
こともある。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 特になし(適宜レジュメを配布する) 

20.参考文献 

1「新・英語で語る日本事情 」江口裕之 (著), ダニエル・ドゥーマス (著) 
2The Politics, Diplomacy Issues and Society of Japan 日本事情―政治・外交・社会編 
山久瀬洋二 (著者)、ダニエル・ワーリナ (著者) 
3The Geography, People and Language of Japan 日本事情―地理・人・言語編 
山久瀬洋二 (著者)、ダニエル・ワーリナ (著者) 
4The Politics, Diplomacy Issues and 

21.成績評価 

小課題・グループワーク等 30%   
中間テスト 30% 
総括試験 40% 
 *授業の理解度をはかり、また理解をより促進するため、数回の授業ごとに小テストを行
う。また、日本 語教育についてより深く考えてもらう為の課題も課す。(その他、欠席、グ
ループワークでの消極的な態度などで減点を行う場合がある。) 

22.コメント 

本授業は、留学生と日本人学生の活発な議論を行うことを前提にしている。両学生の積極的
な参加を望 む。 日本人学生は留学生をサポートしながら、意見を聞き出すこと、また留学
生は日本人にはない感性、観点 から活発に意見を述べることが求められる。当然のことな
がら、漫然と講義を聞くだけの姿勢の学生は、 歓迎しないし、評価もしない。 
留学生と日本人学生の積極的な議論を促すため、人数の調整(抽選)を行うことがある。 
下記の授業内容にて、各回ごとにとりあげる予定のテーマを示すが、 1)できるだけ、当該
の時期に発生した時事問 

23.オフィスアワー 金曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
【オリエンテーション】 
日本の神話と天皇 1 
諸外国との比較 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 2 回 日本の神話と天皇２ ◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120



分) 

第 3 回 

日本の天皇と神話３ 
  
武士の台頭〜明治維新 
 

◯1 回〜3 回までの議論のま とめの中間テ
ストに向けた復 習(120 分) 

第 4 回 
日本の宗教 1 
神道と仏教の伝来 
 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 5 回 
日本の宗教２ 
キリスト教の伝来と国学 
 

◯1 回〜3 回までの議論のま とめの中間テ
ストに向けた復習(120 分) 

第 6 回 
日本の宗教 3 
海外との比較、宗教アレルギー等 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 7 回 
中間テスト（天皇・神話・宗教） 
教育（導入） ◯5 回〜7 回の議論のまとめ(1 20 分) 

第 8 回 
日本の教育 1 
現在の教育の問題点  
教育についての不満等 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 9 回 
日本の教育２ 
戦後の教育改革 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 10 回 
日本の教育３  
教育需要の高まり 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 11 回 
日本の教育４ 
教育環境の変化、教育改革 
 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) ◯8 回〜11 回の議論のまとめ の中間テ
ストに向けた復習・課題 90 分) 

第 12 回 憲法と政治１ 
核と憲法 

◯授業の議論のまとめの課題 (90 分〜120
分) 

第 13 回 憲法と政治２ 
大きな政府と小さな政府 

◯総括試験に向けた復習(180 分) 

第 14 回 【総括試験】  

第 15 回 
【総括試験解説】 
  これまの議論を踏まえて日本の独自性、問題の普遍
性などを考える。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL105-
Y51 

2.科目名 上級日本語Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２年生以上 

10.取得資格の要件 留学生 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
【秋学期 
【目的】レポートや論文執筆に必要な要約ができるようになることを目的とします。 
【概要】異なる種類の文章の要約の練習をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は(1) 自律性、(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
【学習目標】 
①文意を取ることができる。 
②必要な情報の取捨選択ができる。 
③シラバスに基づき、課題のスケジュール管理ができる。 

19.教科書・教材 
『留学生のためのストラテジーを使って学ぶ文章の読み方』一橋大学留学生センター著、ス
リーエーネットワーク（978-4-88319-1） 
◎書き込みのある教科書は不可 

20.参考文献  

21.成績評価 
毎回のテスト（50％）各課５点満点×11 回 
最終課題発表（50％） 
 

22.コメント 要約に対して、苦手意識を持つ人がいますが、コツをつかめば大丈夫です。 
23.オフィスアワー 学修支援センター木曜日昼、研究室オフィスアワー金曜日昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
１課本文 
 

１課実践練習本文を読む、設問（１） 
毎回、授業で終わらなかった課題は宿題でや
ってください。 

第２回 １課実践練習 ２課本文に目を通す 
第３回 
 ２課本文 ２課実践練習に目を通す 

第４回 
 

２課実践練習 ３課本文に目を通す 

第５回 ３課本文 ３課実践練習に目を通す 
第６回 ３課実践練習 ４課本文に目を通す 
第７回 ４課本文 ４課実践練習に目を通す 
第８回 ４課実践練習 ５課本文に目を通す 
第９回 ５課本文 ５課実践練習に目を通す 
第 10 回 ５課実践練習 ６課本文に目を通す 
第 11 回 ６課本文 ６課実践練習に目を通す 
第 12 回 ６課実践練習 ７課本文に目を通す 
第 13 回 ７課本文 ７課実践練習に目を通す 
第 14 回 ７課実践練習 復習 



第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL110-
A51 

2.科目名 日本語Ⅰ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 N１取得者は履修できません。単位認定を受けるようにしてください。 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：N２取得と N２レベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できる
こと 
概要：N２の文法項目を網羅している教科書を使用して、文法の意味を理解し文作りを通し
て日本語力の向上を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 
クラス活動：10％   課題提出：10％   N２文法発表：10％ 
短作文発表：10％   中間試験：30％   総括試験    ：30％ 
 

22.コメント 
初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
【第６回】 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 



・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・短作文作成 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N2 文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-67］文法練習 
【第 16 回】 
・N2 文法プリント 
 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-73］文法練習 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 
 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL110-
Y51 

2.科目名 日本語Ⅰ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】N２レベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できることを目的とし
ます。 
【概要】日本語の中級の教科書を使用して、日常の出来事や社会的な話題について学びま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性と（５）コミュニケーシ
ョンスキルの学修に関連しています。 
①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること。 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること。 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること。 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％  課題提出：10％ 
N２文法発表：10％  短作文発表：10％ 
中間試験：20％  総括試験：20％ 
N２文法試験：20％ 

22.コメント 

教科書の購入については、初回の授業時に指示します。 
シラバスのコピーを必ず持参してください。 
入国が遅れている学生は Zoom を用いて下記のリンクからミーティングに入室してくださ
い。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー 
月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
・N２文法プリント 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・N２文法プリント 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60



【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
・N２文法プリント 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
・N２文法プリント 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
・短作文作成 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
・N２文法プリント 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・N２文法プリント 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N２文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-66］文法 AB
練習 
【第 16 回】 
・N２文法プリント 
・短作文作成 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-76］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 



【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 

○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
・短作文作成 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
●N２文法試験 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
・N２文法試験返却、解説 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL110-
Y52 

2.科目名 日本語Ⅰ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語の中級の教科書を使用して、日常の出来事や社会的な話題について学びます。N２レ
ベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること。 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること。 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること。 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％  課題提出：10％ 
N２文法発表：10％  短作文発表：10％ 
中間試験：20％  総括試験：20％ 
N２文法試験：20％ 

22.コメント 
教科書の購入については、初回の授業時に指示します。 
シラバスのコピーを必ず持参してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
・N２文法プリント 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・N２文法プリント 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
・N２文法プリント 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
・N２文法プリント 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
・短作文作成 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
・N２文法プリント 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・N２文法プリント 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N２文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-66］文法 AB
練習 
【第 16 回】 
・N２文法プリント 
・短作文作成 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-76］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
・短作文作成 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
●N２文法試験 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
・N２文法試験返却、解説 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL111-
A51 

2.科目名 日本語Ⅱ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学生 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での生活、大学
での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ります。 
概要：N2 文字語彙の模擬問題の練習を行うことで N2 取得を目指します。一方、教科書の
各テーマに沿って学習した語彙を使用してロールプレイや発表を行うことで表現力を豊かに
することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N２文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 
クラス活動：10％  課題  ：10％  発表    ：20％ 
朗読発表 ：20％  最終発表：30％  文字語彙試験：10％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意 

22.コメント 初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・模擬試験（N２文字語彙）の解説 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 



【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 【第 19 回】 【第 19 回】 



【第 20 課】 ●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】【第 28 回】 
●第９課の発表テスト 
 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
●N2 文字語彙試験 
【第 30 回】 
・生活の語彙、今期の振り返り 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL111-
Y51 

2.科目名 日本語Ⅱ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井滋子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学生 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での生活、大学での学びに不
可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N1/N２文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題・発表：30％ 
中間試験：20％、総括試験：20％ 
N1/N2 試験：20％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意。 

22.コメント 
日本での生活や大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙を学びます。語彙の丸暗記ではな
く、ロールプレイや発表を通して、豊かな表現力を身につけることを目指します。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N1/N2 文字語彙）学習 
【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60



【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
●中間試験 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・中間試験の振り返り 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

【第 19 回】 
●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 19 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 



【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N2 文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N1/N2 文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
●第９課の発表テスト 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
【第 28 回】 
・第６課〜第 10 課の復習 
●N1/N2 試験 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総括試験 
【第 30 回】 
・N1/N2 試験、総括試験の振り返り 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL111-
Y52 

2.科目名 日本語Ⅱ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福井武司 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学生 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での生活、大学での学びに不
可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N２文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題・発表：30％ 
中間試験：20％、総括試験：20％ 
N2 試験：20％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意。 

22.コメント 
日本での生活や大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙を学びます。語彙の丸暗記ではな
く、ロールプレイや発表を通して、豊かな表現力を身につけることを目指します。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・模擬試験（N２文字語彙）の解説 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 



・プリント（N２文字語彙）学習 
【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
●中間試験 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・中間試験の振り返り 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 

【第 19 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 



・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
●第９課の発表テスト 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
【第 28 回】 
・第６課〜第 10 課の復習 
●N２試験 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総括試験 
【第 30 回】 
・N2 試験、総括試験の振り返り 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL112-
A51 

2.科目名 日本語Ⅲ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田達朗 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学生のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での生活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学生間で意見を述べ合
う。） 

 

第２回 
［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
  

第３回 ［比喩］ほかのものにたとえる  



 

第４回 ［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 

小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
 

 

第６回 
指示語を使う 
  

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）  

第８回 「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
 

 

第１０回 
理由を問う 
 

 

第１１回 
例を問う 
 小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 
主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
期末テスト 
  

第１５回 
期末テストのフィードバック 
＋クラス活動②（詳細は指示する） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL112-
Y51 

2.科目名 日本語Ⅲ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学生 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキ
スト単位のライティング力を養成することです。 
概要：教科書は 10 課で構成され、大きく３つのレベルに分かれています。やさしい項目か
ら難しい項目へと進むうちに自然に書く力が身につくように工夫されています。書き方を段
階的に積み上げていきながら、最終的にはアカデミックレベルの文章を書く技術が身につく
ようになっています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキスト単位のラ
イティング力を養成することです。 
 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶための日本語ライティング』 The Japan Times 
佐々木瑞枝他  ISBN 4-7890-1221-2 

20.参考文献 授業中に適宜指示する。 

21.成績評価 

①学習状況（宿題、授業参加） 20% 
②中間試験（作文含む） 20% 
③作文 2 回（課題①②） 30% 
④総括試験（作文含む） 30% 

22.コメント 初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
  
第１課 簡潔に回答する 
 ○表現の練習 
 ○短く答える練習 
 ○簡潔に回答する 
教室活動：テーマを決めてアンケートを作成する→発
表（課題） 

 

第２回 

第２課 情報を文章にする 
 ○表現の練習 
 ○情報を文章にする 
教室活動：クラスで出かける計画を作成する→発表
（課題） 

 



第３回 

第３課 状況を説明し、意見を述べる 
 ○表現の練習 
 ○状況を説明し、意見を述べる 
  
教室活動：街で感じたことについてまとめる→発表
（課題） 

 

第４回 

第４課 中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○文や段落をつなぐ練習 
 ○段落を作る 
作文①を書く（課題） 

作文①を完成させる。翌週提出 

第５回 

作文①の提出 
第５課 体験したことを報告する文を書く 
 ○表現の練習 
 ○体験したことを報告する文を書く 
 教室活動：見学の報告書を書く 

 

第６回 

作文①のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役立つ文章表現の練習
（１） 
プリント教材 

 

第７回 
第６課 テーマに沿った意見文を書く 
 ○表現の練習 
 ○テーマに沿った意見文を書く 

 

第８回 中間試験（作文含む）  

第９回 

中間試験のフィードバック 
第 7 課 自分をアピールする文を書く 
 ○表現の練習 
 ○自分をアピールする文を書く 

 

第１０回 第８課  
レポートを書くための基礎知識 

 

第１１回 

第 8 課 順序立てて、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○レポートで使われる表現の練習 
 ○順序立てて、レポートを書く 
だ体・である体の練習 

 

第１２回 

第９課 引用して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○語や文を名詞化する練習 
 ○引用して、レポートを書く 
作文②を書く（課題） 

作文②を完成させる。翌週提出 

第１３回 

作文②の提出 
第 10 課 資料を整理して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○グラフの読み方 
 ○資料を利用して、レポートを書く 

 

第１４回 
作文②のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役立つ文章表現の練習  



（２） 
プリント教材 

第１５回 総括試験（発表含む）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL112-
Y52 

2.科目名 日本語Ⅲ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井かおり 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
 様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
 日本での生活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
 あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発 

19.教科書・教材 『大学で学ぶための日本語ライティング』 The Japan Times 
佐々木瑞枝他  ISBN 4-7890-1221-2 

20.参考文献 授業中に適宜指示する。 

21.成績評価 

①学習状況（宿題、授業参加） 20% 
②中間テスト（作文含む） 20% 
③作文 2 回 30% 
④期末テスト（作文含む） 30% 

22.コメント 
初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
  
第１課 簡潔に回答する 
 ○表現の練習 
 ○短く答える練習 
 ○簡潔に回答する 
教室活動：テーマを決めてアンケートを作成する→発
表 

 

第２回 
第２課 情報を文章にする 
 ○表現の練習 
 ○情報を文章にする 

 



教室活動：クラスで出かける計画を作成する→発表 

第３回 

第３課 状況を説明し、意見を述べる 
 ○表現の練習 
 ○状況を説明し、意見を述べる 
  
教室活動：街で感じたことについてまとめる→発表 

 

第４回 

第４課 中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○文や段落をつなぐ練習 
 ○段落を作る 
作文①を書く 

作文①を完成させる。翌週提出 

第５回 

作文①の提出 
第５課 体験したことを報告する文を書く 
 ○表現の練習 
 ○体験したことを報告する文を書く 
 教室活動：見学の報告書を書く 

 

第６回 

作文①のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役立つ文章表現の練習
（１） 
プリント教材 

 

第７回 
第６課 テーマに沿った意見文を書く 
 ○表現の練習 
 ○テーマに沿った意見文を書く 

 

第８回 中間テスト（作文含む）  

第９回 

中間テストのフィードバック 
第 7 課 自分をアピールする文を書く 
 ○表現の練習 
 ○自分をアピールする文を書く 

 

第１０回 第８課  
レポートを書くための基礎知識 

 

第１１回 

第 8 課 順序立てて、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○レポートで使われる表現の練習 
 ○順序立てて、レポートを書く 
だ体・である体の練習 

 

第１２回 

第９課 引用して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○語や文を名詞化する練習 
 ○引用して、レポートを書く 
作文②を書く 

作文②を完成させる。翌週提出 

第１３回 

作文②の提出 
第 10 課 資料を整理して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○グラフの読み方 
 ○資料を利用して、レポートを書く 

 

第１４回 
作文②のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役立つ文章表現の練習

 



（２） 
プリント教材 

第１５回 期末テスト（作文含む）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL113-
A51 

2.科目名 日本語Ⅳ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田達朗 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学生のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での生活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学生間で意見を述べ合
う。） 

 

第２回 
［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
  

第３回 ［比喩］ほかのものにたとえる  



 

第４回 ［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 

小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
 

 

第６回 
指示語を使う 
  

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）  

第８回 「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
 

 

第１０回 
理由を問う 
 

 

第１１回 
例を問う 
 小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 
主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
期末テスト 
  

第１５回 
期末テストのフィードバック 
＋クラス活動②（詳細は指示する） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL113-
Y51 

2.科目名 日本語Ⅳ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学生のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での生活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント 

基本的に、対面で授業を行います。 
日本への入国が遅れている学生は、以下の ZOOM リンクから参加してください。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学生間で意見を述べ合

 



う。） 

第２回 ［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
 

 

第３回 
［比喩］ほかのものにたとえる 
 

 

第４回 
［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
  

第６回 指示語を使う 
 

 

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）読み練習など 

 

第８回 
「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
  

第１０回 理由を問う 
 

 

第１１回 例を問う 
 

小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
主張理解（⻑文読解②） 
 

 

第１５回 期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL113-
Y52 

2.科目名 日本語Ⅳ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小川佐由理 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学生のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での生活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学生間で意見を述べ合
う。） 

 

第２回 
［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
  

第３回 ［比喩］ほかのものにたとえる  



 

第４回 ［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 

小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
 

 

第６回 
指示語を使う 
  

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）  

第８回 「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
 

 

第１０回 
理由を問う 
 

 

第１１回 
例を問う 
 小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 
主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
期末テスト 
  

第１５回 
期末テストのフィードバック 
＋クラス活動②（詳細は指示する） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL114-
A51 

2.科目名 日本語Ⅴ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
概要：読みやすいテキストやその他の資料を使って、日常の出来事や社会的な話題について
学び、それらにつ いて、スピーチ、口頭発表をする。 
目的：日本語力の中での特に〈話す力〉を身につけることを目標 とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 トピックによる日本語総合演習―テーマ探しから発表へ 中級後期 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します 

21.成績評価 

(1) 各課の発表 20% 
(2) 小テスト 30% 
(3) 学期末発表と提出物 30% 
(4) 学習状況 (授業への参加・パフォーマンス)20% 

22.コメント 

基本的に、対面で授業を行います。 
日本への入国が遅れている学生は、以下の ZOOM リンクから参加してください。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】   
【第 2 回】   
 

【第 1 回】  オリエンテーション、自己紹介等  教
育導入 
【第 2 回】 グラフを用いて、自国の教育について話
し合い 

 

【第 3 回】 
【第 4 回】   
 

【第 3 回】 
教育の文法・語彙 
【第 4 回 】 
教育の読解 
 

 

【第 5 回】 
【第 6 回】   
 

【第 5 回】日本の教育問題 
  
【第 6 回】 自国の教育・教育の問題点などについて
話し合い。 
                  各自の発表テーマ決定 

次回の発表準備（原稿作成・スライド作成） 

【第 7 回】 
【第 8 回】   
 

【第 7 回】  自国の教育の問題点に関するミニスピ
ーチ①（発表１） 
【第 8 回】  自国の教育の問題点に関するミニスピ
ーチ② 

 

【第 9 回】   【第 9 回】 ことば導入  



【第 10 回】 【第 10 回】 慣用表現・擬音語擬態語など  

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 文法表現 
【第 12 回】ことば読解１（読み練習） 

○名言についてのスピーチ原 稿の準備(90
分)  
○小テストにむけて復習(90 分) 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】ことば読解２ 
【第 14 回】自国のことわざ・名言について紹介（グ
ループ発表） 
 

 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
小テスト①（教育・ことば）  
コミュニケーション導入 図表の説明のしかた 
【第 16 回】文法表現 

 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
コミュニケーション語彙、読解１ 
【第 18 回】読解２ 

 

【第 19 回】 
【第 20 回】  
 

【第 19 回】 
昔話 導入 
【第 20 回】 
動画視聴 

 

【第 21 回】 
【第 22 回】  
 

【第 21 回】 
文法表現 
  
【第 22 回】 
自国の昔話 を説明 （発表２） 

自国の昔話について発表準備 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
読解 
【第 24 回】 
住宅導入 
アカデミック・プレゼンテーション  (発表実例) 

 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
小テスト②（コミュニケーション・昔話） 
住宅 
【第 26 回】 
自国の風土、気候、住まい 等についてディスカッシ
ョン 

 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】  プロジェクト発表導入（読み物） 
【第 28 回】  プロジェクト発表準備 

 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】  プロジェクト発表(期末発表) 
【第 30 回】  プロジェクト発表(期末発表) 最終プレゼンのスクリプト提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL114-
Y51 

2.科目名 日本語Ⅴ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】自国のこと、自分の考えを日本語で話す力を身に付けることを目的とします。 
【概要】テキストやその他の資料を使って、日常の出来事や社会的な話題について学び、そ
れらにつ いてディスカッションします。また、自分でテーマを探し、調査し、考察して発
表します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性と（５）コミュニケーシ
ョンスキルの学修に関連しています。 
①語彙や文法表現を身に付け、表現力を高める。 
②自分でテーマを見つけ、計画を立てて発表等の準備を進めることができる。 
③他者の考えを理解するとともに自分の考えを的確に表現し、意見を交わすことができる。 
④聞き手を意識して、スピーチ・発表することができる。 

19.教科書・教材 『 トピックによる日本語総合演習―テーマ探しから発表へ 中級後期』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

(1) 各課の課題(宿題、漢字クイズ等)  20% 
(2) 各課の発表 20% 
(3) 小テスト 20%  
(4) 学期末発表/レポート 20% 
(5) 学習状況 (授業への参加・パフォーマンス)20% 

22.コメント 

入国が遅れている学生は Zoom を用いて下記のリンクからミーティングに入室してくださ
い。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
 

23.オフィスアワー 
月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】   
【第 2 回】   
 

【第 1 回】   
・オリエンテーション、自己紹介、「1 課教育」漢
字・語彙 
【第 2 回】 
・ ディスカッション：グラフを用いて、自国の教育
について話し合い 

【第 1 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第２回】 
授業の復習 

【第 3 回】 
【第 4 回】   
 

【第 3 回】 
●「1 課教育」漢字クイズ 
・「1 課教育」表現・本文 
【第 4 回 】 
・プレゼンテーションの基本、数字、比較表現等につ

【第３回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第４回】 
授業の復習 



いて 
・活動：「教育」についてアンケート 

【第 5 回】 
【第 6 回】   
 

【第 5 回】 
・「1 課教育」本文 
  
【第 6 回】 
・グループワーク：アンケートの結果からわかること
を考察する 

【第５回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第６回】 
授業の復習 

【第 7 回】 
【第 8 回】   
 

【第 7 回】  
●「1 課教育」小テスト 
・「2 課言葉」漢字・語彙 
【第 8 回】  
・発表：アンケートの結果からわかること 
・グループワーク：オノマトペ、大阪弁等について 

【第７回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第８回】 
授業の復習 

【第 9 回】   
【第 10 回】 

【第 9 回】 
●「2 課言葉」 漢字クイズ 
・「2 課言葉」表現・本文 
【第 10 回】   
・発表準備：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 9 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 10 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・「2 課言葉」本文 
【第 12 回】 
・発表練習：自国のことわざ・名言について紹介 

【第 11 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 12 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】  
●「2 課言葉」小テスト 
・「3 課コミュニケーション」漢字・語彙 
【第 14 回】 
・発表：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 13 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 14 回】 
授業の復習 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●「3 課コミュニケーション」漢字クイズ 
・「3 課コミュニケーション」表現・本文 
【第 16 回】 
・ディスカッション：コミュニケーションに関するテ
ーマ 

【第 15 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 16 回】 
授業の復習 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・「3 課コミュニケーション」本文 
【第 18 回】 
・ディスカッション 

【第 17 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 18 回】 
授業の復習 

【第 19 回】 
【第 20 回】  
 

【第 19 回】 
●「3 課コミュニケーション」小テスト 
・「4 課昔話」漢字・語彙 
【第 20 回】 
・ストーリー 説明練習 

【第 19 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 20 回】 
授業の復習 

【第 21 回】 
【第 22 回】  
 

【第 21 回】 
●「4 課昔話」漢字クイズ 
・「4 課昔話」表現・本文 

【第 21 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 22 回】 



  
【第 22 回】 
・発表：ストーリー 

授業の復習 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・「4 課昔話」本文 
【第 24 回】 
・期末発表（発表実例、構成等）について説明 

【第 23 回】 
授業の復習 
【第 24 回】 
発表準備 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●「4 課昔話」小テスト 
・グループワーク：自国の風土、住まい等について 
【第 26 回】  
・期末発表準備 

【第 25 回】 
期末発表準備 
【第 26 回】 
期末発表準備 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】  
・期末発表準備：修正 
【第 28 回】   
・期末発表準備：読む練習 

【第 27 回】 
期末発表準備 
【第 28 回】 
期末発表準備 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】  
・発表：期末発表 
【第 30 回】  
・発表：期末発表 
・振り返りレポート提出 

期末発表について振り返りレポートを書く 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL114-
Y52 

2.科目名 日本語Ⅴ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄まき 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】自国のこと、自分の考えを日本語で話す力を身に付けることを目的とします。 
【概要】テキストやその他の資料を使って、日常の出来事や社会的な話題について学び、そ
れらにつ いてディスカッションします。また、自分でテーマを探し、調査し、考察して発
表します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性と（５）コミュニケーシ
ョンスキルの学修に関連しています。 
①語彙や文法表現を身に付け、表現力を高める。 
②自分でテーマを見つけ、計画を立てて発表等の準備を進めることができる。 
③他者の考えを理解するとともに自分の考えを的確に表現し、意見を交わすことができる。 
④聞き手を意識して、スピーチ・発表することができる。 

19.教科書・教材 トピックによる日本語総合演習―テーマ探しから発表へ 中級後期 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

(1) 各課の課題(宿題、漢字クイズ等)  20% 
(2) 各課の発表 20% 
(3) 小テスト 20%  
(4) 学期末発表/レポート 20% 
(5) 学習状況 (授業への参加・パフォーマンス)20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 毎週金曜日、授業前後に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】   
【第 2 回】   
 

【第 1 回】   
・オリエンテーション、自己紹介、「1 課教育」漢
字・語彙 
【第 2 回】 
・ ディスカッション：グラフを用いて、自国の教育
について話し合い 

【第 1 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第２回】 
授業の復習 

【第 3 回】 
【第 4 回】   
 

【第 3 回】 
●「1 課教育」漢字クイズ 
・「1 課教育」表現・本文 
【第 4 回 】 
・プレゼンテーションの基本、数字、比較表現等につ
いて 
・活動：「教育」についてアンケート 

【第３回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第４回】 
授業の復習 

【第 5 回】 
【第 6 回】   
 

【第 5 回】 
・「1 課教育」本文 
【第 6 回】 
・グループワーク：アンケートの結果からわかること

【第５回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第６回】 
授業の復習 



を考察する 

【第 7 回】 
【第 8 回】   
 

【第 7 回】 
●「1 課教育」小テスト 
・「2 課言葉」漢字・語彙 
【第 8 回】 
・発表：アンケートの結果からわかること 
・グループワーク：オノマトペ、大阪弁等について 

【第７回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第８回】 
授業の復習 

【第 9 回】   
【第 10 回】 

【第 9 回】 
●「2 課言葉」 漢字クイズ 
・「2 課言葉」表現・本文 
【第 10 回】   
・発表準備：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 9 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 10 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・「2 課言葉」本文 
【第 12 回】 
・発表練習：自国のことわざ・名言について紹介 

【第 11 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 12 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●「2 課言葉」小テスト 
・「3 課コミュニケーション」漢字・語彙 
【第 14 回】 
・発表：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 13 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 14 回】 
授業の復習 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●「3 課コミュニケーション」漢字クイズ 
・「3 課コミュニケーション」表現・本文 
【第 16 回】 
・ディスカッション：コミュニケーションに関するテ
ーマ 

【第 15 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 16 回】 
授業の復習 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・「3 課コミュニケーション」本文 
【第 18 回】 
・ディスカッション 

【第 17 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 18 回】 
授業の復習 

【第 19 回】 
【第 20 回】  
 

【第 19 回】 
●「3 課コミュニケーション」小テスト 
・「4 課昔話」漢字・語彙 
【第 20 回】 
・ストーリー 説明練習 

【第 19 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 20 回】 
授業の復習 

【第 21 回】 
【第 22 回】  
 

【第 21 回】 
●「4 課昔話」漢字クイズ 
・「4 課昔話」表現・本文 
【第 22 回】 
・発表：ストーリー 

【第 21 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 22 回】 
授業の復習 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・「4 課昔話」本文 
【第 24 回】 
・期末発表（発表実例、構成等）について説明 

【第 23 回】 
授業の復習 
【第 24 回】 
発表準備 昔話について発表準備 



【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●「4 課昔話」小テスト 
・グループワーク：自国の風土、住まい等について 
【第 26 回】 
・期末発表準備 

【第 25 回】 
期末発表準備 
【第 26 回】 
期末発表準備 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・期末発表準備：修正 
【第 28 回】   
・期末発表準備：読む練習 

【第 27 回】 
期末発表準備 
【第 28 回】 
期末発表準備 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・発表：期末発表 
【第 30 回】 
・発表：期末発表 
・振り返りレポート提出 

期末発表について振り返りレポートを書く 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL202-
A51 

2.科目名 アカデミック日本語Ⅱ (留) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 コモンベーシッックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
大学の講義の理解、教室での活動、文化的な背景を含んだ情報の読み取り、さまざまな状況
に対応する表現など、日本で生活し、大学で学習するために必要な総合的日本語力の向上を
目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

日本で大学生として生活する上で必要な日本語を使うことができる。日本の大学の授業で使
用される表現を理解し、裏付けを伴った意見を述べることができる。  
DP:  
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解）世界に住まう人々の文化や社
会が多様であることに理解を深め、世界市⺠として行動できます。 
(5) コミュニケーションスキル  国内外を問わず、社会生活の様々な場面で、他者の思いや
考えを理解するとともに、自分の考えを的確に表現し、意見を交わすことができます。 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶためのアカデミックジャパニーズ』 The Japan Times  
佐々木瑞枝 その他 ISBN4-7890-1078-3 

20.参考文献  

21.成績評価 

クラスでの活動（個人、ペア、グループワーク）１０％ 
宿題 ２０％ （翌週の授業で提出、または発表） 
小テスト３０％ 
総括試験 ４０％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に受け付けます。または、メールでアポをとってください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

・ガイダンス:（授業の内容、評価基準について説
明） 
・日本語ウォームアップアクティビティ― 
 

〇予習として、教科書を読んで、分からない
ところをチェックする。（60 分） 

第２回 

予定を立てて、説明する：教科書 pp.46-50 
・大学祭とサークルの実施をテーマにして、確認、手
配の表現を学ぶ。 
 

〇授業を復習して、教科書の問題を解く。
（60 分） 

第３回 

演習の授業： 教科書 pp.55-59 
・複雑なことをわかりやすく説明する方法について学
ぶ。 
 

〇授業を復習して、教科書の問題を解く。
（60 分） 

第４回 
演習の授業：教科書 pp.61-63 
・話の構成を考えて話す 
 

〇小テスト①に備えて、発表練習しお互いチ
ェックする。（60 分） 

第５回 
・小テスト① 
・詳しく物の描写をする： プリント教材 

〇授業を復習して、問題を解く。（60 分） 



 

第６回 ・経緯をわかりやすく説明する： プリント教材 
 

〇授業を復習して、問題を解く。（60 分） 

第７回 
トラブルへの対処と生活情報： 教科書 pp.74-77 
・わかりやすく伝える表現について知る。 
 

〇授業を復習して、教科書の問題を解く。
（60 分） 

第８回 
トラブルへの対処と生活情報： 教科書 pp.78-81 
・わかりやすく伝える表現について知る。 
 

〇授業を復習して、教科書の問題を解く。
（60 分） 

第９回 ・言い換えて話す： プリント教材 
 

〇小テスト②に備えて、復習する。（60 分） 

第１０回 
・小テスト② 
・抽象的な表現を使いこなす。： プリント教材 
 

〇授業を復習して、問題を解く。（60 分） 

第１１回 

プライベートなコミュニケーション： 教科書
pp.82-84 
・大学生活の日常で起こるコミュニケーションの取り
方について学ぶ。 
 

〇授業を復習して、教科書の問題を解く。
（60 分） 

第１２回 

プライベートなコミュニケーション： 教科書
pp.86-92 
・大学生活の日常で起こるコミュニケーションの取り
方について学ぶ。 
 

〇小テスト③に備えて、復習する。（60 分） 

第１３回 

小テスト③ 
・これまでの振り返りと期末試験についての説明 
・日本映画鑑賞 
 

〇期末試験に備えて、復習する。（60 分） 

第１４回 
学期のまとめ 
・日本映画鑑賞と映画に関するディスカッション 
 

〇総括試験に備えて、復習する。（120 分） 

第１５回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL202-
Y51 

2.科目名 アカデミック日本語Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
概要：大学の講義の理解、教室での活動、文化的な背景を含んだ情報の読み取り、さまざま
な状況に対応する表現などを学ぶ。 
目的：日本で生活し、大学で学習するために必要な総合的日本語力の向上を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①大学生として生活する上で必要な日本語を使うことができること 
②大学の授業で使用される表現を理解し、裏付けを伴った意見を述べることができること 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶためのアカデミックジャパニーズ』 The Japan Times  
佐々木瑞枝 その他 ISBN4-7890-1078-3 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラスでの活動（個人、ペア、グループワーク）：10％ 
宿題：10％ 
発表：10％ 
小テスト：30％ 
総括試験：40％ 

22.コメント 

すでに来日している学生は、対面で授業を行います。 
日本への入国が遅れている学生は、以下の ZOOM リンクから参加してください。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー 授業の前後、またはメールで質問等を受けつけます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 

【第１回】 
〇予習として、教科書を読んで、分からない
ところをチェックする（60 分） 

【第２回】 
【第２回】 
・トラブルへの対処と生活情報①：教科書 pp.74-77 
・わかりやすく伝える表現について知る 

【第２回】 
〇授業の復習をする（60 分） 

【第３回】 
【第３回】 
・トラブルへの対処と生活情報②：教科書 pp.78-81 
・わかりやすく伝える表現について知る 

【第３回】 
〇授業の復習をする、配布プリントの予習
（60 分） 

【第４回】 
【第４回】 
・間接的な質問の意味を理解する：プリント教材 
・小テスト①についての説明 

【第４回】 
〇小テスト①に備えて、復習する（60 分） 

【第５回】 

【第５回】 
●小テスト① 
・表現力を高めよう、話の構成を考える：プリント教
材 

【第５回】 
〇授業の復習をする（60 分） 



【第６回】 

【第６回】 
・プライベートなコミュニケーション①：教科書
pp.82-84 
・大学生活の日常で起こるコミュニケーションの取り
方について学ぶ 

【第６回】 
〇授業の復習をする（60 分） 

【第７回】 

【第７回】 
・プライベートなコミュニケーション②：教科書
pp.86-92 
・大学生活の日常で起こるコミュニケーションの取り
方について学ぶ 

【第７回】 
〇授業の復習をする（60 分） 

【第８回】 
【第８回】 
日本映画鑑賞① 
・小テスト②についての説明 

【第８回】 
〇映画鑑賞に関するプリントを解く（60
分） 

【第９回】 
【第９回】 
日本映画鑑賞② 
・映画に関するディスカッション 

【第９回】 
〇小テスト②に備えて、復習する（60 分） 

【第 10 回】 

【第 10 回】 
●小テスト② 
・討論①討論の準備：教科書 pp.102-104 
・討論②討論を聞く 

【第 10 回】 
〇授業の復習をする（60 分） 

【第 11 回】 
【第 11 回】 
・討論③討論をする：教科書 pp.105-107 

【【第 11 回】 
〇授業を復習し、次回の予習をする（60
分） 

【第 12 回】 
【第 12 回】 
・言い換えて説明しよう、言い換えて話そう：プリン
ト教材 

【第 12 回】 
〇小テスト③に備えて、復習する（60 分） 

【第 13 回】 

【第 13 回】 
●小テスト③ 
・比較しながら説明する：プリント教材 
・これまでの振り返りと総括試験についての説明 

【第 13 回】 
〇総括試験に備えて、復習する（60 分） 

【第 14 回】 
【第 14 回】 
・学期のまとめ 

【第 14 回】 
〇総括試験に備えて、復習する（60 分） 

【第 15 回】 
【第 15 回】 
・総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL204-
A51 

2.科目名 日本語ライティングⅡ (留) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年生以上の留学生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ(テキスト単位のライ
ティング力 の養成)。 
大学での学習に必要な、論理的に書く力を養成することを目指す。 
〇アカデミックな日本語の表現について学び、日常的な日本語からアカデミックな日本語に
言い換える 練習を行う。アカデミックな表現を使って短い文章を書く練習をする。 
〇ペアワークやグループワークで自分やクラスメートの作文についてディスカッションする
ことを通 して、文章構成について客観的にとらえ、学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 『大学・大学院 留学生の日本語〈4〉論文作成編』 アカデミックジャパニーズ研究会 (著) 
20.参考文献 授業中に適宜指示する。 

21.成績評価 
1 小テスト 40%  
2 期末試験 30%  
3 授業内課題等 30% 

22.コメント 

初回の授業からテキストを用意してください。  
欠席するときは連絡してください。  
入国できていない留学生のみ下記の Zoom での受講を認めます。 
 

23.オフィスアワー 金曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 オリエンテーション 作文の基本 1(文字や記号の書き
方/働き) 

 

第 2 回 作文の基本 2(文体/表現)  

第 3 回 その作文で何を書くか、課題の提示方法 
○いくつかの課題、論題の提 示法に基づい
て作文(60 分) 
 

第 4 回 先行研究の提示の仕方 
先行研究をいくつか探して、 引用情報を手
に入れる(60 分 ) 

第 5 回 言葉の定義のし方、わかりやすい分類などの仕方  
第 6 回 図表の提示のし方 数値の評価方法 課題作文 2 の提出 

第 7 回 変化の形容の仕方 判明した事実の指摘のしかた 個人ワーク グラフをいく つか探し、それを
異なる視点か ら述べる(60 分) 

第 8 回 
教科書: 論説文 1  教科書の問題  中間レポート作成
の準備 

 

第 9 回 原因の考察/結論の予測のし方 
◯個人ワーク 特定の課題につ いて、原因と
結論を短くまと める課題(60 分) 

第 10 回 事例の列挙の仕方  



第 11 回 論点の提示方法、引用の仕方  

第 12 回 同意、反論など 
◯個人ワーク 授業で扱った テーマについ
て、        賛成、反対をすくなくと も 5
つ以上考えてくる(90 分) 

第 13 回 帰結、換言、補足のし方 ◯個人ワーク 最終課題の準備 (120 分) 

第 14 回 全体の構成について 
◯個人ワーク 最終課題/発表 の準備(120
分) 

第 15 回 最終課題チェック/内容を元に発表 期末レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL204-
Y51 

2.科目名 日本語ライティングⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年生以上の留学生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

概要： 
〇アカデミックな日本語の表現について学び、日常的な日本語からアカデミックな日本語に
言い換える 練習を行う。アカデミックな表現を使って文章を書く練習をする。 
〇ペアワークやグループワークで自分たちの作文についてディスカッションすることで、文
章構成について客観的にとらえながら学ぶ。 
目的：大学での学習に必要な、論理的に書く力を養成することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 『大学・大学院 留学生の日本語〈4〉論文作成編』 アカデミックジャパニーズ研究会 (著) 
20.参考文献 授業中に適宜指示する。 

21.成績評価 
1 授業参加度、クラス内活動 40% 
2 期末試験 30%  
3 課題等 30% 

22.コメント 
初回の授業からテキストを用意してください。  
欠席するときは連絡してください。  
入国できていない留学生のみ下記の Zoom での受講を認めます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 作文の基本 1(文字や記号の書き
方/働き)  

第 2 回 作文の基本 2(文体/表現)  

第 3 回 その作文で何を書くか、課題の提示方法 
○いくつかの課題、論題の提 示法に基づい
て作文(60 分) 
 

第 4 回 先行研究の提示の仕方 
先行研究をいくつか探して、 引用情報を手
に入れる(60 分 ) 

第 5 回 言葉の定義のし方、わかりやすい分類などの仕方  
第 6 回 図表の提示のし方 数値の評価方法 課題作文の提出 

第 7 回 変化の形容の仕方 判明した事実の指摘のしかた 
個人ワーク グラフをいく つか探し、それを
異なる視点か ら述べる(60 分) 

第 8 回 教科書: 論説文 1  教科書の問題  中間レポート作成
の準備 

 

第 9 回 原因の考察/結論の予測のし方 ◯個人ワーク 特定の課題につ いて、原因と
結論を短くまと める課題(60 分) 

第 10 回 事例の列挙の仕方  
第 11 回 論点の提示方法、引用の仕方  
第 12 回 同意、反論など ◯個人ワーク 授業で扱った テーマについ



て、        賛成、反対をすくなくと も 5
つ以上考えてくる(90 分) 

第 13 回 帰結、換言、補足のし方 ◯個人ワーク 最終課題の準備 (120 分) 

第 14 回 全体の構成について 
◯個人ワーク 最終課題/発表 の準備(120
分) 

第 15 回 最終課題チェック/内容を元に発表 期末レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL208-
A51 

2.科目名 専門日本語Ⅱ （留） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 留学生 9.履修学年 １〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 N2 を取得していることが望ましいです。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
N1 レベルの４技能を総合的に学びながら、高度な日本語力を身につけることを目指しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

日本語能力試験 N1 の合格を目指して実践力を養うこと。 
 

19.教科書・教材 星野恵子、辻和子（2012）『ドリル＆ドリル日本語能力試験 N１文字語彙』ユニコム 
星野恵子、辻和子（2012）『ドリル＆ドリル日本語能力試験 N１文法』ユニコム 

20.参考文献 適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％、課題：10％ 
N１文法短文作成試験：20％ 
総括試験①（文字語彙）：30％ 
総括試験①（文法）：30％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意すること。 

22.コメント  
 

23.オフィスアワー 上記メールあるいは授業外の時間で受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや評価基準に
ついて説明］ 
・N1 文字語彙（漢字読み、文脈規定、言い換え類
義、用法） 

〇予習として、教科書を読んで、分からない
ところをチェックする。（60 分） 

【第２回】 

【第２回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 
・N１文法練習 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第３回】 

【第３回】 
・N１文字語彙（漢字読み、文脈規定、言い換え類
義、用法）  
・N１文法練習 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第４回】 

【第４回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１聴解模擬試験（課題理解、ポイント理解、概要
理解、即時応答、総合理解） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第５回】 

【第５回】 
・N１聴解模擬試験返却、解説 
・N１読解（内容理解、総合理解、主張理解、情報検
索） 

〇授業の復習をする。（60 分） 



【第６回】 
【第６回】 
・N１読解模擬試験返却、解説 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第７回】 

【第７回】 
・N１文字語彙（漢字読み、文脈規定、言い換え類
義、用法） 
・N１文法練習 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第８回】 

【【第８回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１文法模擬試験（文の文法１、文の文法２、文章
の文法） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第９回】 
【第９回】 
・N１文法模擬試験返却＆解説 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第 10 回】 

【第 10 回】 
・N１文字語彙模擬試験（文脈規定、言い換え類義、
用法） 
・N１文字語彙（文脈規定、言い換え類義、用法） 
 

〇授業の復習をして、発表の練習をする。
（60 分） 

【第 11 回】 

【第 11 回】 
・N１文字語彙模擬試験返却、解説 
・N１文字語彙（文脈規定、言い換え類義、用法） 
 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 12 回】 

【第 12 回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 
・N１文法練習 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 13 回】 
【第 13 回】 
・N１文字語彙（文脈規定、言い換え類義、用法）  
・N１文法練習 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 14 回】 

【第 14 回】 
●N１文法短文作成試験 
●総括試験（文字語彙） 
 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 15 回】 

【第 15 回】 
・N１文法短文作成試験、総括試験（文字語彙）返
却、解説 
●総括試験（文法） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL208-
Y51 

2.科目名 専門日本語Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 福井武司 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 留学生 9.履修学年 １〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 N2 を取得していることが望ましいです。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
N1 レベルの４技能を総合的に学びながら、高度な日本語力を身につけることを目指しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

日本語能力試験 N1 の合格を目指して実践力を養うこと。 
 

19.教科書・教材 星野恵子、辻和子（2012）『ドリル＆ドリル日本語能力試験 N１文字語彙』ユニコム 
星野恵子、辻和子（2012）『ドリル＆ドリル日本語能力試験 N１文法』ユニコム 

20.参考文献 適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％、課題：10％ 
N１文法短文作成試験：20％ 
総括試験①（文字語彙）：30％ 
総括試験①（文法）：30％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意すること。 

22.コメント 

【重要】入国できていない留学生のみ、下記の Zoom での受講を認めます。 
日本にいる留学生は対面のみです。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
 

23.オフィスアワー 上記メールあるいは授業外の時間で受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや評価基準に
ついて説明］ 
・N1 文字語彙（漢字読み、文脈規定、言い換え類
義、用法） 

〇予習として、教科書を読んで、分からない
ところをチェックする。（60 分） 

【第２回】 

【第２回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 
・N１文法練習 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第３回】 

【第３回】 
・N１文字語彙（漢字読み、文脈規定、言い換え類
義、用法）  
・N１文法練習 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第４回】 

【第４回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１聴解模擬試験（課題理解、ポイント理解、概要
理解、即時応答、総合理解） 

〇授業の復習をする。（60 分） 



【第５回】 

【第５回】 
・N１聴解模擬試験返却、解説 
・N１読解（内容理解、総合理解、主張理解、情報検
索） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第６回】 
【第６回】 
・N１読解模擬試験返却、解説 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第７回】 

【第７回】 
・N１文字語彙（漢字読み、文脈規定、言い換え類
義、用法） 
・N１文法練習 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第８回】 

【【第８回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１文法模擬試験（文の文法１、文の文法２、文章
の文法） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第９回】 
【第９回】 
・N１文法模擬試験返却＆解説 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 

〇授業の復習をする。（60 分） 

【第 10 回】 

【第 10 回】 
・N１文字語彙模擬試験（文脈規定、言い換え類義、
用法） 
・N１文字語彙（文脈規定、言い換え類義、用法） 
 

〇授業の復習をして、発表の練習をする。
（60 分） 

【第 11 回】 

【第 11 回】 
・N１文字語彙模擬試験返却、解説 
・N１文字語彙（文脈規定、言い換え類義、用法） 
 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 12 回】 

【第 12 回】 
●漢字テスト（文字語彙） 
・N１文法（文の文法１、文の文法２、文章の文法） 
・N１文法練習 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 13 回】 
【第 13 回】 
・N１文字語彙（文脈規定、言い換え類義、用法）  
・N１文法練習 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 14 回】 

【第 14 回】 
●N１文法短文作成試験 
●総括試験（文字語彙） 
 

〇授業の復習と発表の練習をする。（60 分） 

【第 15 回】 

【第 15 回】 
・N１文法短文作成試験、総括試験（文字語彙）返
却、解説 
●総括試験（文法） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL210-
Y51 

2.科目名 資格日本語Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国コミ学部観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 留学生のみ履修できます。 

17.授業の目的と概要 

この授業では、日本語能力試験 N2(後半に少し N1 も)の問題を解きながら、試験に合格する
ための知識を身につけます。日本語能力試験の勉強は、資格のためのみならず、高度な日本
語運用の基礎であり、特に大学の日本語レベル、日本での就職の場では必須の基本的知識に
もなります。進め方は、文法や語彙・漢字を確認したあと、その知識を利用した読解の勉強
により力を入れて練習をします。ときどきは聴解も時間をとって練習を行います。 
さらに、日本での就職の際に有利な BJT ビジネス日本語能力テストについての知識を深め、
次の目標として準備ができるようにします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、4．異なる価値観を理解し、自分の
考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
① 日本語能力試験 N２に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題に答えること
ができる。 
② 短い文章を読み、語や文のつながりを理解することができる。 
③ ⻑文を読んで、内容の要点を理解することができる。 
④ 発話や会話の中の重要な部分を意識して聞き取りができ。 

19.教科書・教材 草野宗子他著『読解攻略！日本語能力試験 N１レベル』スリーエーネットワーク（2015） 

20.参考文献 

国書日本語学校『日本語能力試験 20 日で合格 N1 文字・語彙・文法（改訂版）』国書刊行
会（2012） 
氏原庸子ほか著『日本語能力試験 N1 必修パターン聴解』J リサーチ出版（2015） 
図書館等にある過去問題集と各種問題集 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・教科書に基づいた毎回の小テスト（授業内で実施） ・・・50 点 （学習目標①〜④に
対応）   
・第 15 回 到達度チェック「まとめテスト」…50 点（学習目標①〜④に対応、最低 30 点
以上） 

22.コメント 
N１に合格できる力をつけるためにがんばりたい人のための授業です。ですから、教科書を
買わない人や、授業中の態度が悪い人は、学期の途中でも受講を断ることがあります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーションと自己紹介。 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 1 日目 
読解トレーニング：教科書初めの４題 
 

予習：これまでの日本語学習を振り返ってお
く。また教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 2 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第２日目 
読解トレーニング：教科書第 基礎編 STEP1 指示語
を問う問題 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 3 回 漢字・語彙・文法トレーニング 第３日目 予習：N2 の漢字・文法リストをチェック



読解トレーニング：教科書 基礎編 STEP2 キーワー
ドの穴埋め問題 

し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 4 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第４日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 STEP3 句や文の
穴埋め問題 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 5 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第５日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 STEP4 下線部の
意味を問題 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 6 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第６日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 STEP５ 下線部
の意味を問う問題 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 7 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第７日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 STEP6 全体を
問う問題 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 8 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第８日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「説明文」の読み
方（１） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 9 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第９日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「説明文」の読み
方（２） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 10 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1０日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「論説文」の読み
方（１） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 11 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1１日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「論説文」の読み
方（２） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 12 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第１２日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「随筆文」の読み
方（１） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 13 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第１３日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「随筆文」の読み
方（２） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 14 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1４日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「小説文」の読み
方（１） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでく流。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 



第 15 回 総括試験とふりかえり（まとめ） 
予習：試験準備 
復習：N2~N1 レベルの日本語を総まとめし
ておくこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL212-
Y51 

2.科目名 観光日本語Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 展開科目（留学生） 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修上限人数あり（GPA で選抜） 

17.授業の目的と概要 
・観光学で用いる用語について理解し、観光関連の文献を読めるようになる 
・観光の場面における実践的な日本語力を身につける 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3（多様性理解）と DP5（コミュニケーションスキル）と関連して
います。 
①観光用語を理解し、説明できる 
②日本文化、日本の観光資源について理解し、日本語で説明できる 
③自国の観光資源について日本語で説明できる 
④実践的なリスニング力とスピーキング力を身につける 
⑤到達確認試験（観光分野）に必要な日本語力を身につける 

19.教科書・教材 授業中に指示します 
20.参考文献 授業中に指示します 

21.成績評価 
・小テスト 40 点 
・作文・スピーチ 30 点 
・期末テスト 30 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法について）  

【第 2 回】 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 3 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 4 回】 
・小テスト 
・読解資料に関連する作文 
・聴解またはスピーキング 

復習 
作文の完成 

【第 5 回】 
・作文の修正 
・聴解またはスピーキング 
・読解 

スピーチの準備 

【第 6 回】 
・スピーチ 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 7 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 



【第 8 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 9 回】 
・小テスト 
・読解資料に関連する作文 
・聴解またはスピーキング 

復習 
作文の完成 

【第 10 回】 
・作文の修正 
・聴解またはスピーキング 
・読解 

スピーチの準備 

【第 11 回】 
・スピーチ 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 12 回】 ・小テスト 
・到達確認試験の準備 

復習 
小テストの準備 

【第 13 回】 
・小テスト 
・到達確認試験の準備 

復習 
小テストの準備 

【第 14 回】 
・小テスト 
・到達確認試験の準備 

・期末テストの準備 

【第 15 回】 
・期末テスト 
・まとめ テストの復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPE102-
Y01 

2.科目名 日本語の構造Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では「人間の言語」という大きな観点、枠組みから、日本語を捉えることを目的とす
る。その中で、 言語学や音声学，対照言語学といった分野の基礎知識も学び、日本語の理
解をより深める。 
*「日本語の構造 I」では、日本語の文法項目に特に焦点をあてて学ぶのに対して、本科目
「日本語の構造 II」では、より大きな「言語」という視点から日本語を捉える。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
自ら主体的に計画を立てて実行し、 ふりかえりを行いながら取り組むことができる。 
（レベル３） 
（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
自分とは考え方や価値観の異なる人たちを尊重し、地域、人種、宗教など様々な多様性を受
け容れながら行動できる。 
（レベル２） 
 

19.教科書・教材 特になし(適宜レジュメを配布する) 

20.参考文献 
『よくわかる言語学 (日本語教師・分野別マスターシリーズ)』 定延 利之 著 アルク 
『世界の言語と日本語−言語類型論からみた日本語』 角田太作 著 くろしお出版 
『意味論』 ウルマン 著 紀伊国屋書店 

21.成績評価 

課題等 30%   
中間テスト 30% 
総括試験 40%  
*授業の理解度をはかるため、数回の授業ごとに小テストを行う。また自らの⺟語について
考えてもら うための課題も課す。欠席等のかさむものは減点の対象とする。 

22.コメント 
入国できない留学生のみ、Zoom でも受講を認める。 
 

23.オフィスアワー 月曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション/言語とは?】 
授業の進め方についてのオリエンテーションの後、
「人間の言語の特徴とは?」「動物の鳴き声などとど
う異なるのか?」といった言語の基本的な性質につい
て学ぶ。また世界の言語の中での日本語の位置付け
を、英 語との関連などから考える。 

 

第 2 回 

【言語学(言語に対する考え方)  文献学〜歴史言語学
〜生成文法】  
 言語は先天的なものか、それとも後天的なものか?
言語が異なれば、思 考も異なるか?といった言語の
考察の前提となる考え方(=作業仮説)を 学ぶ。そこか

◯個人ワーク  
人間の言語に普遍的な特徴は何かを考える課
題(40 分) 



ら言語を獲得するとはどういうことか、などについて
も考 える。 

第 3 回 

【言語学(言語に対する考え方)  〜生成文法・認知言
語学】   
言語は先天的なものか、それとも後天的なものか?言
語が異なれば、思 考も異なるか?といった言語の考
察の前提となる考え方(=作業仮説)を 学ぶ。そこから
言語を獲得するとはどういうことか、などについても
考 える。 

 

第 4 回 
【変音現象】   
語が経ていく音の変化（の原理）について学ぶ。 
 

 
 

第 5 回 

【語構成】 
意味の基本単位である「形態素」「語」の創造とその
構成について学ぶ。 
 

 

第 6 回 

【文法の変化】  
音が変化するのと同じく文法規則も時代を経て変化し
ていく。現在の日本語文法規則に辿りついた流れを、
とくに活用の変化を通じて学ぶ。 

○個人ワーク 
音の変化について自らで例を考えてくる
（50 分） 

第 7 回 

【語種/語彙の計量】 
日本語の語彙は、その出自によって和語、漢語、外来
語、混種語に分け られるが、それらが如何なる特徴
をもっているのか、また学習者の学ぶ べき語彙など
について学ぶ。 

○中間テストにむけた準備（120 分） 
 

第 8 回 これまでの振り返りと中間テスト 
 

 

第 9 回 

【語種/語彙の計量】 
日本語の語彙は、その出自によって和語、漢語、外来
語、混種語に分け られるが、それらが如何なる特徴
をもっているのか、また学習者の学ぶ べき語彙など
について学ぶ。 

 

第 10 回 

【日本語の事態の捉え方/描き方 日本語の特徴 】 
 これまでの言語の対照を踏まえて、日本語がどのよ
うに事態を描くのか 、その特徴を掴む。 
 

 

第 11 回 

【位相(地域 社会 性別 方言) 】   
言語は、場所、社会的階層、性別などによって異なる
様相を見せる。こ の言語の「位相」がどのように生
まれたのか、またその意義などについて 考える。 

 

第 12 回 
【他言語との日本語の比較】 
日本語を、韓国語/中国語/英語などと比較し、その特
徴を捉える。 

 

第 13 回 

【敬語】  
日本語学習者が最も学習に困難を感じる項目の一つで
ある敬語について、そのシステムを歴史も含めて体系
的に学ぶ。 

○総括試験に向けての復習（120 分） 



第 14 回 総括試験  

第 15 回 総括試験返却・解説  
総括 

○総括試験結果を受けての復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPE202-
Y51 

2.科目名 日本語コミュニケーション 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 
日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科、英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 日本語教師養成 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、日本語を外国語として効果的に指導するために、日本語を取り巻く社会的言
語活動やコミュニケーションの方法について学習します。 
講義を通して様々な言語研究を参照し、言語使用とコミュニケーションについての基礎知識
を用いながらグループワークを通して日本語の特徴について客観的に考え、身近な「日本語
らしい」言語現象について解明していきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１. 日本語のコミュニケーションの方法に着目し、その実態や特徴について説明できる。 
２. 日本語を、社会や文化の観点から客観的に分析できる。 
３. 日本語コミュニケーションに関する知識を日本語教育に関連付けることができる。 
DP: 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
世界に住まう人々の文化や社会が多様であることに理解を深め、世界市⺠として行動できま
す。 
(5) コミュニケーションスキル 
国内外を問わず、社会生活の様々な場面で、他者の思いや考えを理解するとともに、自分の
考えを的確 

19.教科書・教材 等になし 
20.参考文献  

21.成績評価 

クラスでの活動、グループワーク 10％ 
 宿題 20％ 
 中間試験 20％ 
 プレゼンテーション 20％ 
 総括試験 30％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 越山：⽕曜日４時間目（研究室）、木曜日３時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
●ガイダンス 
目的、授業内容の説明 
●ウォーミングアップ 

授業の復習 

第２回 

●日本語コミュニケーションの種類 
コミュニケーションの種類や役割 
コミュニケーションと文化 
日本語のコミュニケーションの特徴 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第３回 
●日本語の発話行為 
日本語の「誘う」、「断る」、「ほめる」、「謝る」、「叱
る」などにおける特徴 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第４回 ●日本語会話のルールとコミュニケーションストラテ 〇授業の復習とノートの整理（120 分） 



ジー 
高コンテキスト VS 低コンテキスト 
日本語のユーモア、ジョーク 
シンパシー VS エンパシー 

〇問題に答える。（60 分） 

第５回 

●コミュニケーションにおける自分の捉え方、対人関
係 
自己と他者 
「タテ社会」 VS 「ヨコ社会」 
個人と集団 
親族名称、呼称 

レビューシートを使って、理解度チェック
（120 分） 

第６回 ●レビューセッション 中間テストに備える（120 分） 
第７回 ●中間テスト  

第８回 

●日本語のバリエーション 
地域差 − 方言 
ジェンダー差 − 男ことば、女ことば 
世代差 − 若者ことば 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第９回 

●日本社会・文化から見る日本語 
「ウチ」・「ソト」 
「ホンネ」と「タテマエ」 
「義理」と「人情」 
「ハレ」と「ケ」 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第１０回 

●日本語のバーバル・ノンバーバルコミュニケーショ
ン 
日本語の言語コミュニケーション 
日本語の非言語コミュニケーション 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第１１回 プレゼンテーションの準備 ◎プレゼンテーションの準備（180 分） 
第１２回 プレゼンテーション① ◎プレゼンテーションの準備（180 分） 

第１３回 プレゼンテーション② 
レビューシートを使って、理解度チェック
(120 分） 

第１４回 
●学期のまとめ 
レビューセッション 
授業アンケートなど 

レビューシートを使って、理解度チェック
（120 分） 
★プレゼンテーションの PPT、スクリプト 

第１５回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPE304-
Y51 

2.科目名 日本語教育の実践と評価 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 
日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科、英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 日本語教師養成プログラム 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この授業では、外国語としての日本語教育における実践と評価の方法について学習します。 
日本語の様々な t 特徴、評価法における実例を参照しながら、日本語教育の実践と評価に関
する基礎知識を養います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１） 外国語としての日本語基礎知識を習得する。 
２） 日本語教育の方法に着目し、その実態や特徴について説明することができる。 
３） 日本語教育において用いられる評価方法について学び、実際に評価方法を使って評価
できる。 
DP 
(4) 問題発見・解決力 
根拠にもとづいて、問題を発見したり解決のアイデアを構想したりする思考力や判断力を身
につけ、問題を解決することができます。 
(6) 専門的知識・技能 の活用力 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を修得し、実際を想定した場面で活
用することができま 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献  

21.成績評価 

クラスでの活動、グループワーク 10％ 
 宿題 20％ 
 中間試験 20％ 
 プレゼンテーション 20％ 
 総括試験 30％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 越山：⽕曜日４時間目（研究室）、木曜日３時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ガイダンス、ウォーミングアップ 授業の復習 

第２回 
・外国語教育と日本語教育 
外国語を指導する教授法とその特徴 
教授法と日本語教育 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第３回 
・日本語教育の方法 
シラバス、教材、教具 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第４回 
・教室活動① 
「読む力・書く力」を向上させるための指導 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第５回 ・教室活動② 
「聞く力・話す力」を向上させるための指導 

レビューシートを使って、理解度チェック
（120 分） 

第６回 ・これまでのまとめとレビュー 中間テストに備える（120 分） 
第７回 中間テスト  



第８回 
・日本語教育と評価 
日本語教育で用いる評価方法とその特徴 
 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第９回 
・評価力を育てる① 
「読む力・聞く力」を評価する 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第１０回 
・評価力を育てる② 
「話す力・書く力」を評価する 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第１１回 
・プレゼンテーションの準備 
 ◎プレゼンテーションの準備（180 分） 

第１２回 ・プレゼンテーション ◎プレゼンテーションの準備（180 分） 

第１３回 ・プレゼンテーション 
レビューシートを使って、理解度チェック
(120 分） 

第１４回 
・学期のまとめ 
授業のレビュー 
授業アンケート 

レビューシートを使って、理解度チェック
（120 分） 

第１５回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN104-
Y51 

2.科目名 日本文化研究Ⅱ （2018 生以前） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Richard Leckie 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course introduces various forms of traditional Japanese culture and their role in 
shaping Japan's cultural identity. It encourages students, both Japanese and 
international, to take a fresh look at Japanese culture within a broader global context. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. Improving knowledge of Japanese culture. 
2. Viewing Japanese culture in a wider global context. 
3. Understanding individual versus cultural differences. 
4. Improving reading comprehension through regular homework quizzes. 
5. Improving speaking ability 

19.教科書・教材 Course materials provided by teacher 
20.参考文献 None 

21.成績評価 

Participation 30% 
Homework presentations 20% 
Quizzes 20% 
Final presentation & report 20% 
English only 10% 

22.コメント Bring your laptop to all class meetings 
23.オフィスアワー Talk to the instructor before or after class, or contact by email 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 
(9/26) Introduction to course 

Reading + Homework Presentation 
(due 10/5, 4hrs/week) 

Week 2 
(10/3) Japanese poetry 

Reading + Homework Presentation 
(due 10/12, 4hrs/week) 

Week 3 
(10/17) 

Japanese traditional clothing Reading + Homework Presentation 
(due 10/19, 4hrs/week) 

Week 4 
(10/24) 

Japanese tea ceremony 
Reading + Homework Presentation 
(due 10/26, 4hrs/week) 

Week 5 
(10/31) 

Japanese flower arrangement 
Reading + Homework Presentation 
(due 11/2, 4hrs/week) 

Week 6 
(11/7) Japanese gardens 

Reading + Homework Presentation 
(due 11/9, 4hrs/week) 

Week 7 
(11/14) 

Japanese traditional music and instruments Reading + Homework Presentation 
(due 11/16, 4hrs/week) 

Week 8 
(11/21) 

Japanese visual arts 
Reading + Homework Presentation 
(due 11/23, 4hrs/week) 

Week 9 
(11/28) 

Japanese sports and martial arts 
Reading + Homework Presentation 
(due 11/30, 4hrs/week) 

Week 10 Japanese performing arts Reading + Homework Presentation 



(12/5) (due 12/7, 4hrs/week) 
Week 11 
(12/12) 

Japanese traditional festivals Preparing for Final Presentation & Report 
(due 12/14, 4hrs/week) 

Week 12 
(12/19) 

Student presentations 
Preparing for Final Presentation & Report 
(due 12/21, 4hrs/week) 

Week 13 
(1/16) Student presentations 

Preparing for Final Presentation & Report 
(due 1/18, 4hrs/week) 

Week 14 
(1/23) Student presentations 

Preparing for Final Presentation & Review 
(dues 1/25, 4hrs/week) 

Week 15 
(1/30) 

Sum-up of course  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN107-
Y51 

2.科目名 日本研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Richard Leckie 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course introduces various forms of traditional Japanese culture and their role in 
shaping Japan's cultural identity. It encourages students, both Japanese and 
international, to take a fresh look at Japanese culture within a broader global context. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. Improving knowledge of Japanese culture. 
2. Viewing Japanese culture in a wider global context. 
3. Understanding individual versus cultural differences. 
4. Improving reading comprehension through regular homework quizzes. 
5. Improving speaking ability 

19.教科書・教材 Course materials provided by teacher 
20.参考文献 None 

21.成績評価 

Participation 30% 
Homework presentations 20% 
Quizzes 20% 
Final presentation & report 20% 
English only 10% 

22.コメント Bring your laptop to all class meetings 
23.オフィスアワー Talk to the instructor before or after class, or contact by email 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 
(9/26) Introduction to course 

Reading + Homework Presentation 
(due 10/5, 4hrs/week) 

Week 2 
(10/3) Japanese poetry 

Reading + Homework Presentation 
(due 10/12, 4hrs/week) 

Week 3 
(10/17) 

Japanese traditional clothing Reading + Homework Presentation 
(due 10/19, 4hrs/week) 

Week 4 
(10/24) 

Japanese tea ceremony 
Reading + Homework Presentation 
(due 10/26, 4hrs/week) 

Week 5 
(10/31) 

Japanese flower arrangement 
Reading + Homework Presentation 
(due 11/2, 4hrs/week) 

Week 6 
(11/7) Japanese gardens 

Reading + Homework Presentation 
(due 11/9, 4hrs/week) 

Week 7 
(11/14) 

Japanese traditional music and instruments Reading + Homework Presentation 
(due 11/16, 4hrs/week) 

Week 8 
(11/21) 

Japanese visual arts 
Reading + Homework Presentation 
(due 11/23, 4hrs/week) 

Week 9 
(11/28) 

Japanese sports and martial arts 
Reading + Homework Presentation 
(due 11/30, 4hrs/week) 

Week 10 Japanese performing arts Reading + Homework Presentation 



(12/5) (due 12/7, 4hrs/week) 
Week 11 
(12/12) 

Japanese traditional festivals Preparing for Final Presentation & Report 
(due 12/14, 4hrs/week) 

Week 12 
(12/19) 

Student presentations 
Preparing for Final Presentation & Report 
(due 12/21, 4hrs/week) 

Week 13 
(1/16) Student presentations 

Preparing for Final Presentation & Report 
(due 1/18, 4hrs/week) 

Week 14 
(1/23) Student presentations 

Preparing for Final Presentation & Review 
(dues 1/25, 4hrs/week) 

Week 15 
(1/30) 

Sum-up of course  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN206-
Y51 

2.科目名 日本のポップカルチャー 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 
17.授業の目的と概要 日本の大衆文化の変遷について理解し、観光資源としての可能性を考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3「多様性理解」と関連しています。 
①ポップカルチャーとは何か、その実際・具体例について説明できる。 
②観光資源・産業としてのポップカルチャーについて説明できる。 
③歴史的経緯について説明できる。 

19.教科書・教材 資料を配付します。 
20.参考文献 授業中に適宜指示します。 

21.成績評価 
・授業のワークシート 40％ 
・ミニレポート 30％ 
・期末レポート 30％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法、レポート作成の注意点について） 
・講義：「ポップカルチャー」とは何か 
「大衆」の定義 
ハイカルチャー vs ポップカルチャー 
メインカルチャー vs サブカルチャー 

復習 

【第 2 回】 

・講義：大衆文化以前 
公家の文化：上代〜中古の文学、和歌、物語 
武家文化の誕生：能、茶道、鎌倉仏教 
室町後期〜江⼾：大衆文化（町人文化）の誕生 
・ワーク 

復習 

【第 3 回】 

・講義：江⼾の文化 
歌舞伎と文楽 
落語 
相撲 
祭り 
日本画・浮世絵 
参詣と、戦後のマスツーリズムの比較 
・ミニレポート 

復習 
ミニレポートの完成 

【第 4 回】 

・講義：明治以降の文化の流れ 
開国と⻄洋化 
食文化の変化 
明治以降の文学 
その他 

復習 



・ワーク 

【第 5 回】 

・講義：映画とテレビ（１） 
映画の発明、テレビの発明 
映画とテレビの歴史（１） 
・ワーク 

復習 

【第 6 回】 

・講義：映画とテレビ（２） 
映画とテレビの歴史（２） 
サブスクリプションの普及と映画、テレビの未来 
代表的な企業 
・ミニレポート 

復習 
ミニレポートの完成 

【第 7 回】 

・講義：音楽（１） 
クラシックとポピュラー音楽 
昭和初期までの音楽 
米軍とロック 
演歌について 
ビートルズ 
・ワーク 

復習 

【第 8 回】 

・講義：音楽（２） 
ベトナム戦争・ヒッピー・フォークブーム 
ユーミンと同世代の音楽 
社交ダンスとラテン音楽 
アイドルブーム 
バンドブーム 
ビジュアル系 
デジタル化と歴史の喪失、フェスの隆盛 
・ミニレポート 

復習 
ミニレポートの完成 

【第 9 回】 

・講義：マンガとアニメ（１） 
浮世絵とマンガ 
手塚治虫 
・ワーク 

復習 

【第 10 回】 

・講義：マンガとアニメ（２） 
週刊少年ジャンプ 
少女漫画 
メディアミックス：ガンダム他 
⻘年漫画誌 
「聖地巡礼」 
グッズ 
コスプレ 
・ミニレポート 

復習 
ミニレポートの完成 
期末レポート作成を進める 

【第 11 回】 

・講義：ゲーム（１） 
TV ゲーム以前：アーケード、PC ゲーム、ゲームウ
ォッチ 
家庭用ゲーム機の誕生：ファミリーコンピューター 
様々な家庭用ゲーム機 
ゲームとメディアミックス 
携帯型ゲーム機 
・ワーク 

復習 
期末レポート作成を進める 

【第 12 回】 ・講義：ゲーム（２） 復習 



スマホゲーム 
e スポーツとプラットフォームの多角化 
オンライン化 
VR 
市場価値の拡大と海外メーカーとの競争 
代表的な企業 
・ミニレポート 

ミニレポートの完成 
期末レポート作成を進める 

【第 13 回】 

・講義：スポーツ 
観戦型スポーツ：相撲・野球・サッカー・格闘技 
参加型スポーツ 
J リーグと地域 
ウィンタースポーツ 
アウトドア・ブーム 
スポーツ・ツーリズム 
・ミニレポート 

復習 
ミニレポートの完成 
期末レポート作成を進める 

【第 14 回】 

・講義：公営ギャンブルとカジノ 
高度成⻑期と公営競技 
地方公営競技：競輪、競艇、競馬、オートレース 
オグリキャップ・武豊と中央競馬 
地方公営競技の没落とオンライン化 
IR は成功できるか 
・ワーク 

復習 
期末レポート作成を進める 

【第 15 回】 

・まとめ 
ポップカルチャーと観光 
デジタル化とコト消費 
モノ消費はなくなったのか 
・期末レポート提出 

復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN209-
Y51 

2.科目名 日本の食文化 3.単位数 2 

4.授業担当教員 宗田好史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 特にありません 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特にありません 

17.授業の目的と概要 

日本の食文化、ルーツを訪ねて：食文化とは何か、日本料理と和食、カレーライスは和食？ 
食の話は国際コミュニケーション、外国人との話題では一番人気、内容がおもしろければ下
手な英語でも十分通じます。だから話に詰まったら食、日本の食文化は昔から大人気です。
関⻄のどこに、神⼾や京阪のどこに楽しく美味しい店があるのか詳しくなってもらいます。
もちろん大学の授業なので、日本の食文化の歴史がその美味しさの裏側にどう込められてい
るか、調理師専門学校ではないので料理実習はしませんが、半端でない量の食の知識を提供
します。あとは自分で食べ歩きホンモノの食通になってもらいます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

日本の食文化を体系的に知り、現代日本で暮らす自分の食文化がどう形成されたものかを考
える。多様な文化を理解する上で和食を原点に置き、歴史的な視点で広く世界を捉える視点
を養う。 

19.教科書・教材 授業の主な内容を資料として配ります。それをもとに独自の教科書を作ってみて下さい。 
20.参考文献 『和食文化学入門』 
21.成績評価 最終レポート 50 点と出席点 50 点 
22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜午後、3 コース（春学期）4 コース(秋学後期) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

食文化とは何か、日本料理と和食、カレーライスは和
食？ 
「日本の食文化」とは言いますが、皆さん毎日どんな
食事をしていますか？日本人である皆さん自身の食生
活が「日本の食文化」なのですが、毎日和食ばかり食
べている訳ではないでしょう。カレーライスもハンバ
ーグもファストフードもコンビニ弁当も、イタリアン
やフレンチ、中華もインド料理もけっこう食べていま
す。それが日本の食文化、こんなにいろいろな食事が
可能な国は、実はけっこう珍しいのです。だから、最
初に世界各地の食文化と比べ、日本の食文化の特徴を
いろいろ考えてみます。 

〈アサイメント〉 
カレーライスとラーメン、どちらも色んな種
類があります。それぞれの知っているお店を
書き出して提出して下さい。（例えば、Coco
壱番館、第一旭など） 
〈事前学習〉 
皆さんが好きな食べ物の中を 10 品ほど選
び、その中から日本の独自のもの、海外から
入ってきたものに分けて書き出して下さい。 

第 2 回 

食と文化、多様な日本の食文化、関⻄と関東、東⻄南
北 
皆さんの食生活を尋ねてみます。身近にも意外と多様
な、というかバラバラの食生活があります。関東出身
のお⽗さんと関⻄のお⺟さんでは食文化が違うことが
あります。北海道から沖縄まで、南北にも⻑い日本列
島には多様な食文化があります。もう一つ、友達とか
恋人と食事をするときに感じる異文化、好き嫌いや食
事の仕方、作法は文化ですが、その違いが気になるこ

〈アサイメント〉 
関東と関⻄で食文化はどう違うか 
〈事前学習〉一人で食べる（個食）、家族と
食べる、友人や知人と食べる、皆さん自身の
この 1 週間の食事を振り返り、それぞれの
回数を調べて表にして下さい。 



とがあります。食と文化、多様な日本の食文化を探り
ます。 

第 3 回 

現代社会の食問題、日本人の食文化を広く知る 
「和食−日本人の伝統的な食文化」は、2013 年ユネ
スコの無形文化遺産に登録されました。その文化的価
値は、自然を尊ぶ、四季折々の食材、調度品や器など
にあります。でも、日本の伝統的な食文化は急速に失
われています。伝統的な生活を送っている人は少な
く、和食を食べることは決して簡単ではない、そのい
ろいろな理由を考えてみます。世界の多様な食文化を
取り入れただけでなく、現代社会の孤立や貧困の問題
があり、今晩の食事を満足に取れない子供も増えてい
ます。そのために「子供食堂」の活動 

〈アサイメント〉 
食の貧困について身近な問題を上げて紹介し
て下さい。 
〈事前学習〉 
縄文時代と弥生時代について、それぞれ 100
字以上で説明した文章を提出して下さい。 

第 4 回 

和食文化学①：縄文から弥生へ、狩猟採集から農耕へ
の変化 
さて、ここから 10 回に分けて日本料理の歴史をお話
しします。まず、原始時代、縄文時代と弥生時代で
す。狩猟採集が中心だったのが縄文時代、農耕、特に
稲作が始まった弥生時代です。昆布、鰹節、茸や果実
や山菜の多くは縄文時代からあり、米や⻨は弥生時代
のものです。縄文の名残は北海道東北と沖縄によく残
っています。また、弥生時代は本州でも近畿から東海
によく残っています。現代の日本の食文化の地域ごと
の特徴は原始時代遡ります。 

〈アサイメント〉 
出汁とは何か。旨味成分にはグルタミン酸、
イノシン酸、グアニル酸、アスバラギン酸、
コハク酸があります。それぞれを含む食材を
書き出して下さい。 
〈事前学習〉 
平安時代について 100 字以上で述べて下さ
い。 

 

和食文化学②：古代の食文化・神饌料理と大饗料理、 
その後、文明が発展するにつれて、人々の信仰が古代
の社会の中心になります。シャーマニズムとかアニミ
ズムと呼ばれます。日本では原始神道と呼ばれ、岩や
山を崇め、神社を建て神を祀ったのですが、その際に
神饌（神様のための料理）が生まれ、お供えの形がで
きました。この神様に捧げた料理が、飛鳥時代、奈良
時代、平安時代と少しずつ貴族の料理として広がって
大饗料理ができました。塩、酒、酢、醤、糖の使い方
が定まった時代です。 

〈アサイメント〉 
平安時代の大饗料理ではどんな食材が食べら
れていましたか述べて下さい。 
〈事前学習〉 
鎌倉時代から武士の世が始まりました。貴族
と武士の違いはどんなところですか。100 字
以内で述べて下さい。 

 

和食文化学③：鎌倉時代の食文化・精進料理の導入 
鎌倉時代は武士の時代です。また南宋（中国）に渡っ
た栄⻄が禅宗（臨済宗）を持ち帰り、道元は少し遅れ
て曹洞宗の禅を伝えました。禅の教えのなかに精進料
理があります。それ以前から仏教は殺生を禁じ、肉食
を避けました。精進料理は肉魚卵だけでなく、五葷と
いってニラやニンニクを禁じます。さらに、調理や食
事の作法を詳しく決めました。日本の食文化にはその
影響がたくさん残っています。肉魚の代わりに「もど
き」料理ができ、雁の肉の代わりが雁（がん）もど
き、色んな食材がありました。 

〈アサイメント〉 
授業で紹介した道元の「典座教訓」に書いて
ある食事作法を一つ紹介して下さい。 
〈事前学習〉 
皆さんはどんな宗教と関わりがありますか？
家族や親戚の身近な宗教、お寺や神社を調べ
ておいてください。 

 
和食文化学④：精進料理と典座教訓、禅宗の食文化 
この回は、本格的に禅宗と精進料理、道元の『典座教
訓』のお話をします。日本の食文化には、お茶碗や鉢

〈アサイメント〉 
皆さんが子供の頃から受けた食事の躾、特に
してはいけないことを思い出し、なぜダメな



など精進料理の影響が和食にはとてもよく残っていま
す。典座教訓は、中国留学の最初の日に道元が寧波の
港であった僧侶との出会いの話から始まり、出会った
典座と呼ばれるお寺の調理場（庫裏）の責任者から聞
いた心得や調理技術を書いた本です。「えっその話、
ここから来たの」というようにお⺟さんや料理人の皆
さんがよく口にする内容が出てきます。今では内容が
よく誤解されてもいますが。 

のか書いてみて下さい。 
〈事前学習〉 
中世の人々は、何を食べていたか調べてみて
下さい。 

 

和食文化学⑤：室町時代の食文化・本膳料理の発展 
鎌倉時代から室町時代と武士の時代が続くと、公家の
作法でも寺の精進料理でもない武士特有の食文化が広
がります。本膳料理です。やたら品数が多く、もちろ
ん食べられませんからも持ち帰ってもらいます。持ち
帰って家族や家来に上げるのです。そう、お土産、お
持ち帰りの始まりです。現代の日本では独居が多いの
に、持ち帰る人がいるのはこの名残です。当時の無題
に贅沢な本膳料理も、田舎にはまだけっこう残ってい
ます。結婚式や葬式の御馳走です。そのルーツなので
す。 

〈アサイメント〉 
結婚式とお葬式でどんな御馳走が出るか書き
出してみて下さい。 
〈事前学習〉 
茶道にはどんな流派があるか調べてみて下さ
い。また、日本茶にはどんな種類があるか書
き出してみて下さい。 

 

和食文化学⑥：懐石料理と茶道、茶の普及と和食の確
立 
茶道が今でもよく伝わっているので、懐石料理から後
の食文化は和食文化として大切に思う人がたくさんい
ます。とはいえ、若い皆さんに茶道が身近だとは思え
ません。茶道を嗜まない皆さんに懐石料理を、とても
簡単に解説します。本格的な茶懐石を最初に紹介し、
現代の懐石料理屋さんで楽しむ懐石料理、美味しく食
べる方法をお話しします。 

〈アサイメント〉 
あまり行ったことはないと思いますが、関⻄
の懐石料理店を調べて、リストにして下さ
い。 
〈事前学習〉 
江⼾時代は⻑く続きました。この間、どんな
文化があったか調べて述べて下さい。 

 

和食文化学⑦：会席料理、江⼾料理と京大坂の料理、
東⻄の食文化 
江⼾時代には飲食店が発展して豊かな人々が外食を楽
しむように時代です。外でお酒を飲むのもこの時代に
広がりました。薄茶で始まり濃茶で終わる懐石料理を
アレンジして、酒で始まり酒で終わる会席料理、盃を
交わす作法もお茶の影響があります。京都と大阪には
贅沢な料理屋さんも増えました。一方、江⼾の町が栄
えたため江⼾料理も広がりました。 

〈アサイメント〉 
〈事前学習〉 

 

和食文化学⑧：近代化と⻄洋料理の導入、偽洋風料理
と和食 
それまでもポルトガルやスペインから、江⼾時代にも
出島を通じてオランダと中国から食文化が入っていま
したが、江⼾時代末の開国で⻄洋文化が一気に入って
きます。まず肉食、横浜と神⼾の開港で滞在する欧米
人が渇望した新鮮な牛肉は神⼾では豊富で、横浜にも
運ばれ「神⼾ビーフ」として世界中に知られました。
そう、だから神⼾と横浜が洋食の本場だと知られまし
た。でも、海外を知らない当時の日本人には変な誤解
が多く、その後の間違った異文化理解に繋がりまし

〈アサイメント〉 
神⼾ビーフはどこで作られているか調べて書
いて下さい。また、牛肉をステーキで食べる
か、焼肉で食べるか、どちらが日本的か意見
を述べて下さい。 
〈事前学習〉 
肉ジャガの本場はどこでしょう。カレーの本
場はどこでしょう。 



た。 

 

和食文化学⑨：明治の国⺠の食文化文化戦後の食文化 
圧倒的な欧米諸国の軍事力、工業力を見た明治の日本
人は、遅れた貧しい日本を富国強兵にしようと軍隊や
工場では衣食住の生活面も欧米志向で進めます。ビー
フシチューは肉ジャガに、トマトはケチャップにと日
本独自の料理、食材が生まれました。洋菓子の多くも
亡命ロシア人が神⼾に伝え、リプトン紅茶やコーヒー
も神⼾から入ってきました。こうした明治の神⼾と日
本の食文化をお話しします。 

〈アサイメント〉 
神⼾市内で一番古いコーヒーショップ、紅茶
店、洋菓子屋、和菓子店を調べて下さい。 
〈事前学習〉 
皆さんの学校給食の思い出を書いて下さい。
一番好きなメニューも思い出して下さい。 

 

和食文化学⑩：戦後の食文化、ファストフードとファ
ミレス 
太平洋戦争が終わった当時、人々は食料不足に苦しみ
ました。アメリアの援助で小⻨粉と牛乳（脱脂粉乳）
が大量に届き、早速栄養不足の子供たちの給食になり
ました。最初はタダでした。その 20 年後に最初の大
阪万博が開かれます。その時にはケンタッキーとマク
ドナルドが華々しく入ってきました。国内資本も負け
ずにスカイラークやロイホが生まれました。この
1970 年当時の食生活が現在まで続いています。 

〈アサイメント〉 
一番好きなファストフードとファミレスを上
げて下さい。また和食で好きな店を一つ加え
て下さい。 
〈事前学習〉 
神⼾、大阪、京都で一番行ってみたい飲食店
を上げて下さい。 
 

 

関⻄の食文化：食は大阪にあり、京料理とグルメ文化
の神⼾ 
関⻄は食の宝庫、食文化が発展した土地柄です。京都
と大阪、そして神⼾、それぞれに日本の食文化の発達
に大きな役割を果たしました。これまでお話しした日
本の食文化の歴史を振り返り、関⻄の 3 大都市の食
文化史をまとめてお話しします。どれも大都市なの
で、食で見ていくといくつもの小さな拠点がありま
す。加えてもう一つ 4 番目の堺市の食文化にも触れ
ます。さらに、神⼾の中華料理、大阪や京都の韓国料
理にも触れますが、どちらも本国と違い日本かしたい
中華であり、焼肉店になっていま 

〈アサイメント〉 
神⼾、大阪、京都の食文化の特徴を説明する
際、何をどう語りますか？それぞれを上手に
まとめてレポートして下さい。 
〈事前学習〉 
海外の日本料理店で働くとするとどの国のど
の町のどんな和食店がいいか、あわせてその
理由述べて下さい。 

 

日本の食品産業：世界に広がる和食の世界、食品業界
を就職先に狙うなら 
和食がユネスコ無形遺産に登録され、その海外進出が
盛んになりました。今や世界に 20 万店の日本料理店
があり、日本国内の 30 万店に近づいています。一方
で、家庭で料理しなくなった分、外食産業や食品加工
業が盛んになりました。重工⻑大産業が栄えた昔と違
い、生産額、事業所数、従業者数などどれを見ても食
関連産業が大きくなりました。でも多くの人はその実
態を知りません。特に関⻄には食品大手が集まってい
ます。就活の参考に、関⻄の食品ビジネスを紹介しま
す。 

〈アサイメント〉 
最終課題です。もし食関係に就職先を考える
なら、飲食店、食品製造業、食料品店、農業
畜産業、漁業などどんな業種のどんな仕事が
いいか述べて下さい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW101-
Y51 

2.科目名 法律学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
必須ではありませんが、興味のある学生に
は、春学期の「法学（人権と法）」を併せ
て受講することを勧めます。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：現代社会の様々な現象や問題に対して、現代法の枠組を慎重に検討しつつ、自立して
取り組めることを目的とします。 
概要：日本の法システムの基盤となる日本国憲法について、裁判例などの運用実態を参照し
つつ解説します。また、憲法の諸原理と関連する刑事法、⺠事法、労働法、知的財産法など
の個別法領域についても概観していきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1（自律性）、DP2（ルール遵守と他者協働）、DP4（問題発見と解決）に関連します。具
体的には： 
(1)現代社会の法的政治的な主体としての個人の地位を深く理解できる。 
(2)現代社会のさまざまな社会制度や法領域について、必要な背景知識を踏まえて論じられ
る。 
(4)法や政治に関わる諸問題について、既往の議論を踏まえて取り組むことができる。 

19.教科書・教材 
定期的に資料を配付します。教科書は使用しません。なお、レジュメや関連資料を、オンラ
インでも公開していく予定です。予習復習に活用して下さい。 

20.参考文献 講義中に適宜紹介します。 
学習指導要領「社会」「公⺠」に対応します。 

21.成績評価 

1. 講義中に、アンケートや簡単なテストを定期的に行います。また、講義中に質疑を行い
ますので、その際の応答や参加姿勢も考慮します。主に到達目標(1)、(4)に関連します。…
合わせて 40 点満点 
2. 講義内容の理解度を確認するための期末試験を実施します。主に到達目標(1)、(2)に関連
します。…60 点満点 
いずれも、そこまでの講義内容全体をカバーするかたちで行います。 
全体で 60 点以上が単位認定となります。アンケートは、4 回中 3 回以上の提出を必要とし
ます。 

22.コメント 

現代社会の基本枠組は、法という形で整備されています。それゆえ、法学の基本概念をきち
んと理解しておくことは、現代社会で主体的に行動するうえできわめて重要です。大人にな
れば、選挙権のような権利を行使して政治に関わる機会も増えてきますし、私生活でもさま
ざまな場面で契約当事者になる場面も出てくるでしょう。そうした場合に、適切な判断をす
るための基本的知識を学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 質問や相談は、講義前後の時間に受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

イントロダクション（本講義の目標、概要、評価方式
等について）。 
法とは何か（法、法制度、国家の社会学的な捉え
方）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

2 現代国家と法 I（法の分類。憲法と法律）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 



予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

3 現代国家と法 II（公法と私法）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

4 
日本国憲法と公的機関 I（憲法と国家）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

5 日本国憲法と公的機関 II（国家の存立と権力分立） 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

6 
日本国憲法と公的機関 III（公法の運用。行政法の諸
原則）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

7 日本国憲法と公的機関 IV（刑事法の枠組。罪刑法定
主義を初めとした諸原則）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

8 
日本国憲法と公的機関 V（刑事法の展望。判例に即し
た検討）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

9 日本国憲法と人権 I（人権の基本的性質と構造）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

10 
日本国憲法と人権 II（人権が制約される条件とその根
拠）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

11 日本国憲法と人権 III（判例に即した検討：平等権に
ついて） 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

12 
日本国憲法と人権 III（判例に即した検討：自由権等
について）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

13 
私法の基本原則 I（私的自治原則とそれに関連する諸
原則）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：期末試験の勉強。 

14 期末試験（※オンライン授業になった場合は、レポー
ト課題に変更する可能性がある） 

復習：期末試験の復習。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

15 

私法の基本原則 II（原則に対する現代的修正）。 
総括：現代社会における法と政治（生命倫理や法的思
考について）。 
期末試験の解説。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW101-
m51 

2.科目名 法律学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
必須ではありませんが、興味のある学生に
は、春学期の「法学（人権と法）」を併せ
て受講することを勧めます。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：現代社会の様々な現象や問題に対して、現代法の枠組を慎重に検討しつつ、自立して
取り組めることを目的とします。 
概要：日本の法システムの基盤となる日本国憲法について、裁判例などの運用実態を参照し
つつ解説します。また、憲法の諸原理と関連する刑事法、⺠事法、労働法、知的財産法など
の個別法領域についても概観していきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1（自律性）、DP2（ルール遵守と他者協働）、DP4（問題発見と解決）に関連します。具
体的には： 
(1)現代社会の法的政治的な主体としての個人の地位を深く理解できる。 
(2)現代社会のさまざまな社会制度や法領域について、必要な背景知識を踏まえて論じられ
る。 
(4)法や政治に関わる諸問題について、既往の議論を踏まえて取り組むことができる。 

19.教科書・教材 
定期的に資料を配付します。教科書は使用しません。なお、レジュメや関連資料を、オンラ
インでも公開していく予定です。予習復習に活用して下さい。 

20.参考文献 講義中に適宜紹介します。 
学習指導要領「社会」「公⺠」に対応します。 

21.成績評価 

1. 講義中に、アンケートや簡単なテストを定期的に行います。また、講義中に質疑を行い
ますので、その際の応答や参加姿勢も考慮します。主に到達目標(1)、(4)に関連します。…
合わせて 40 点満点 
2. 講義内容の理解度を確認するための期末試験を実施します。主に到達目標(1)、(2)に関連
します。…60 点満点 
いずれも、そこまでの講義内容全体をカバーするかたちで行います。 
全体で 60 点以上が単位認定となります。アンケートは、4 回中 3 回以上の提出を必要とし
ます。 

22.コメント 

現代社会の基本枠組は、法という形で整備されています。それゆえ、法学の基本概念をきち
んと理解しておくことは、現代社会で主体的に行動するうえできわめて重要です。大人にな
れば、選挙権のような権利を行使して政治に関わる機会も増えてきますし、私生活でもさま
ざまな場面で契約当事者になる場面も出てくるでしょう。そうした場合に、適切な判断をす
るための基本的知識を学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 質問や相談は、講義前後の時間に受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

イントロダクション（本講義の目標、概要、評価方式
等について）。 
法とは何か（法、法制度、国家の社会学的な捉え
方）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

2 現代国家と法 I（法の分類。憲法と法律）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 



予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

3 現代国家と法 II（公法と私法）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

4 
日本国憲法と公的機関 I（憲法と国家）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

5 日本国憲法と公的機関 II（国家の存立と権力分立） 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

6 
日本国憲法と公的機関 III（公法の運用。行政法の諸
原則）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

7 日本国憲法と公的機関 IV（刑事法の枠組。罪刑法定
主義を初めとした諸原則）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

8 
日本国憲法と公的機関 V（刑事法の展望。判例に即し
た検討）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

9 日本国憲法と人権 I（人権の基本的性質と構造）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

10 
日本国憲法と人権 II（人権が制約される条件とその根
拠）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

11 日本国憲法と人権 III（判例に即した検討：平等権に
ついて） 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

12 
日本国憲法と人権 III（判例に即した検討：自由権等
について）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

13 
私法の基本原則 I（私的自治原則とそれに関連する諸
原則）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：期末試験の勉強。 

14 期末試験（※オンライン授業になった場合は、レポー
ト課題に変更する可能性がある） 

復習：期末試験の復習。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

15 

私法の基本原則 II（原則に対する現代的修正）。 
総括：現代社会における法と政治（生命倫理や法的思
考について）。 
期末試験の解説。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW102-
M51 

2.科目名 人権と法 （法学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 出嶋陽介 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および講義前演習 

16.履修制限 特に設けないが、日本国憲法を既に履修したか、または同時並行的に履修していることが望
ましい。 

17.授業の目的と概要 

本科目は、日本国憲法で履修する基本的人権の知識を基礎に、我々が日常生活を送るうえで
直面する様々な場面（誕生〜就労〜死亡）において、必要とされる法律知識とその根拠とな
る権利・自由について理解を深め、将来その知識を活用できるようにすることを目的として
いる。 
具体的な一例をあげると、就職して退職するまで一労働者として勤務するが、労働者は雇用
される立場にあるので、どうしても立場が弱くなりがちである。そこで、労働者の立場を守
る様々な法律が制定され、労働者が不当な目に遭わないよう、法的な保護がなされている。
それを踏まえて、本科目では、どのような形で法律的に保護されているのかを身に付けても
らおうというものである。 
ゆえに、より発展的に言えば、知識として学習し、実社会において実践できるよう応用力も
涵養するだけでなく、資格試験や就職試験対策の基礎となるようにもしていきたい。 
講義の進行としては、講義前チェックテスト（成績評価対象外）を毎回実施し、講義の理解
を深めるためのポイントを押さえてもらう。そして、講義でそのポイントを確認し、最後に
講義前チェックテストの解説をして、完結するという内容にしていく予定である。 
また、2 回に分けた小テストと総括試験（いずれも成績評価対象）を実施し、より緻密で高
度な学習を達成できているかを判定する予定である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマ・ポリシーの（3）多様性理解、（4）問題発見・解決力に
関連している。 
具体的な学習目標は、以下のとおりである。 
①様々な生活場面における法律問題を理解し、法律的に適切な対処ができるようになる。 
②法律の条文に慣れ親しみ、条文の意味内容を理解できるようにする。 
③他者に対する人権や自由を尊重できるようにする。 

19.教科書・教材 副田隆重・浜村彰・棚村政行・武田万里子 『ライフステージと法 第 8 版』 有斐閣アル
マ 

20.参考文献 講義資料等は、WebClass を通じて配布する。 

21.成績評価 

成績評価については、以下の全ての評価対象を実施した上で、合計が 60％以上の場合に、
合格とする。 
① 小テスト（2 回）               50％（各 25％の 2 回分で最大） ・・・学習目標①
に対応 
② 総括試験                            50％（最大） ・・・学修目標②と③に対応 
※ 2 回分の小テストは、5 回目と 10 回目の講義時間を使い、WebClass で実施するので
（15 分程度）、少なくとも当日はパソコンを必携することを求める。 ※ 
※ 出席点および平常点の評価は一 

22.コメント 
法律は独特の用語が目立ち、難解と思えそうだが、条文を読むことに慣れてしまうと苦にな
らない。講義を通じて、基本的な考えを理解することは大切であるが、分からないことがあ
れば積極的に質問してほしい。 



23.オフィスアワー 
研究室を持っていないので、質問や要望等があれば、講義の前後に受け付ける。また、
WebClass のメール機能を使った問い合わせも可。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション（シラバス内容についての補足説
明、受講上の注意点、講義の進め方など） 
（講義）本格的な講義を始める前に、講義の理解をス
ムーズにするために必要とされる法律概念や予備知識
を説明する。 

（予習） 
テキストⅰ-ⅵページ（プレリュード）を読
んでおくこと。   
（復習） 
講義ノートの整理 

第 2 回 

（講義）テキスト stage1「社会人へのパスポート」
をテーマに、年齢と法律との関係を見つつ、どのよう
な場面で年齢が法律と関わってくるのかを理解する。
また、法律によって個人に与えられた権利をどこで主
張できるのか、誰によって守ってもらえるのかも講義
する。テキスト 2-11 ページ該当 
（講義前演習）年齢と法律に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 2-11 ページを読んで、法律が年齢
によって異なる扱いをするのはなぜかを確認
する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 3 回 

（講義）テキスト stage2「働く自由・女であること
の自由」をテーマに、男女平等の時代にあっても、女
性が見えないガラス張りの雇用環境によって劣遇され
ている現実を裁判例から見ていく。それを踏まえて、
女性を法的に救済する立法にどのようなものがあるの
かを講義する。ひいては、女性差別解消の方策を一緒
に考えていきたい。テキスト 14-40 ページ該当  
（講義前演習）女性差別を解消する法律に関する確認
テスト 

（予習） 
テキスト 14-40 ページを読んで、女性が差
別される背景がどこにあるのか、また立法上
の対応にどのようなものがあるかを確認す
る。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 4 回 

（講義）テキスト stage3「働きかたいろいろ」をテ
ーマに、勤労の自己決定、非正規労働者の法律的保護
とその限界を講義する。テキスト 42-68 ページ該当  
（講義前演習）労働法に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 42-68 ページを読んで、労働者が
法律的にどのような保護を受けているのかを
確認する。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 5 回 

（講義）テキスト stage4「スマートな消費者をめざ
して」をテーマに、消費者保護立法の基本的知識を習
得する。そして、消費者はなぜ弱い立場に立たされる
のかを説明していきたい。テキスト 70-111 ページ該
当   
（講義前演習）契約など⺠法の基本的知識に関する確
認テスト 
※ WebClass を利用した小テスト（1 回目）の実施 
※ 

（予習） 
テキスト 70-111 ページを読んで、消費者保
護が求められる場面と法律的対応との関係を
理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 6 回 

（講義）テキスト stage4「スマートな消費者をめざ
して」をテーマに、損害賠償制度について講義する。
契約違反や法律上の権利や利益を侵害された場合に、
どのように損害を賠償させるのかを説明していきた
い。テキスト 70-111 ページ該当   
（講義前演習）損害賠償制度に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 70-111 ページを読んで、損害賠償
制度について理解しておく。   
（復習） 
講義ノートの整理 

第 7 回 
（講義）テキスト stage5「恋愛のルール」をテーマ
に、恋人間で成立する法律問題、特に性的暴力、婚
約、不倫など一般的なトピックを題材に、どのような

（予習） 
テキスト 114-135 ページを読んで、恋人間
で適用される法律にどのようなものがあるか



法律的責任が発生するのかを説明していきたい。テキ
スト 114-135 ページ該当   
（講義前演習）男女間に適用される法律に関する確認
テスト 

理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 8 回 

（講義）テキスト stage6「結婚の夢と現実」をテー
マに、結婚に関する法律を講義する。特に法律婚と事
実婚の法律的な違い、夫婦別姓、相続など一般的なト
ピックを題材に、成立要件や効果を説明する予定であ
る。テキスト 138-159 ページ該当   
（講義前演習）婚姻など夫婦間に適用される法律に関
する確認テスト 

（予習） 
テキスト 138-159 ページを読んで、婚姻が
成立するための条件や婚姻後夫婦にどのよう
な権利義務が発生するのか確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 9 回 

（講義）第 8 回までで講義できないトピック、特に
テキストに言及されている Column のうち、幾つか
を取り上げて、余録的なアプローチから「法律の別の
顔」を講義する。 

（予習） 
第 1 回から第 8 回までの講義内容を整理
し、中間確認テストに備える。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 10 回 

（講義）テキスト stage7「子どもを産む・産まな
い」をテーマに、出産に関する自己決定（堕胎を含
む。）、代理出産、生殖医療と法律・倫理について説明
する。テキスト 162-181 ページ該当  
（講義前演習）出産や子供の権利についての確認テス
ト 
※ WebClass を利用した小テスト（2 回目）の実施 
※ 

（予習） 
テキスト 162-181 ページを読んで、女性の
自己決定を中心に出産の自由について理解す
る。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 11 回 

（講義）テキスト stage8「子どもと親のビミョーな
関係」をテーマに、法律的な親子関係、特に親権や養
育・監護権、虐待など親子間で起こりうる法律的な問
題について講義する。テキスト 184-210 ページ該当  
（講義前演習）親子関係の法律に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 184-210 ページを読んで、親子関
係に関する法律について理解する。    
（復習） 
講義ノートの整理 

第 12 回 

（講義）テキスト stage9「ふたたびの出発」をテー
マに、離婚にまつわる法律について講義する。特に、
離婚の成立要件、離婚の効果などを中心に扱うことに
する。テキスト 212-230 ページ該当  
（講義前演習）離婚の法律に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 212-230 ページを読んで、どのよ
うな場合に離婚が成立し、離婚成立後の元夫
婦間の法律関係について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 13 回 

テキスト stage10「親の介護はだれが？」をテーマ
に、介護保険を軸とした法律問題について講義する。
テキスト 232-251 ページ該当  
（講義前演習）介護保険に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 232-251 ページを読んで、介護保
険制度の基本的な構造について理解する。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 14 回 

（講義）テキスト stage11「親が死んだら、夫が死ん
だら、自分が死んだら」をテーマに、法的な死亡の定
義、遺言と相続、生存親族の義務などについて講義す
る。テキスト 254-273 ページ該当  
（講義前演習）相続に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 254-273 ページを読んで、相続制
度の基本的な構造について理解する。   
（復習） 
講義ノートの整理 

第 15 回 総括試験の実施  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW103-
a81 

2.科目名 国際社会と政治 (※遠隔 神⼾山手 C 発信） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 金恩貞 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件 特に定めない。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特に定めない。 

17.授業の目的と概要 

 本講義では、まず、19 世紀から冷戦終結期までの国際政治について、時間軸に沿って概
観する。高校時代、「世界史」や「近代史」を学んでいた学生にとってはアプローチしやす
い授業となろうが、「歴史」に苦手な学生にも興味を引き出すような授業とする。そして、
冷戦後国際社会におけるグローバル・イシューやタイムリーなテーマを取り上げる。21 世
紀の国際社会は、グローバルな広がりで相互に浸透し合い、主権国家の相対的な後退と国家
以外のアクターの登場により新しいガバナンスへと変容を見せる一方で、近代国際関係の産
物も強く残っている。したがって、近代との歴史的因果関係に配慮しながら、現代の国際関
係における様々な課題について理解することを目指す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1．国際関係を多様なアプローチから概観し全般的な知識を得る。 
2．21 世紀国際社会の多様性について理解する。 
3．グローバルな視点をもって国際政治と国内政治との連動について理解する。 
 

19.教科書・教材 
本授業では特定の教科書は用いない。授業中に適宜資料を配布する。 
 

20.参考文献 

本授業の履修に当たって、以下のテキストが参考になるかと思います。予習・復習に活用し
てください。 
―中⻄寛、石田順、田所正幸「国際政治学」（有斐閣、2013） 
―村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将 『国際政治学をつかむ（新版）』（有
斐閣、2015） 
 

21.成績評価 レスポンスシート 40 点（授業最終コマで記入、一日 10 点×4 日）・期末レポート 60 点 

22.コメント 
授業中の私語・遅刻など、他の学生に対する迷惑行為には厳しく対応する。また欠席の際
は、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 
集中講義のため、授業日のみの対応が中心となる点に留意されたい。その際、メールでの連
絡も対応可とする。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
 

ガイダンス 
「国際政治」・「国際関係」とは 
戦後日本政治外交と国際社会 

特になし 

第 2 回目 
近代ヨーロッパにおける国際体系の形成と展開 
：主権国家体制、帝国主義 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 



第 3 回目 世界大戦 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 4 回目 二度にわたる世界大戦と日本の外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 5 回目 戦後世界秩序の再編：冷戦 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 6 回目 現代国際体系における近代との連続と断絶 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 7 回目 
平和のための担保：国際機構、地域主義、経済的相互
交流 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 8 回目 冷戦期の日本外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 9 回目 アジアにおける国際情勢の変動と日本外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指



示する）。 

第 10 回目 冷戦の終焉と新国際秩序をめぐる覇権争い 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 11 回目 新しい紛争、ft.「永遠の平和」は可能か 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 12 回目 
国際関係における多様なアクター：ヒト・モノ・カネ
のトランスナショナルの深化 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 13 回目 国際政治学における安全保障論の変遷：国家の安全保
障から人間の安全保障まで 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 14 回目 
国際政治と国内政治の連動①― 近年の「米中葛藤」
と日本  

第 15 回目 国際政治と国内政治の連動②― 「ポストコロナ」時
代における国際社会と日本 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW103-
y81 

2.科目名 国際社会と政治 3.単位数 2 

4.授業担当教員 金恩貞 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件 特に定めない。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特に定めない。 

17.授業の目的と概要 

 本講義では、まず、19 世紀から冷戦終結期までの国際政治について、時間軸に沿って概
観する。高校時代、「世界史」や「近代史」を学んでいた学生にとってはアプローチしやす
い授業となろうが、「歴史」に苦手な学生にも興味を引き出すような授業とする。そして、
冷戦後国際社会におけるグローバル・イシューやタイムリーなテーマを取り上げる。21 世
紀の国際社会は、グローバルな広がりで相互に浸透し合い、主権国家の相対的な後退と国家
以外のアクターの登場により新しいガバナンスへと変容を見せる一方で、近代国際関係の産
物も強く残っている。したがって、近代との歴史的因果関係に配慮しながら、現代の国際関
係における様々な課題について理解することを目指す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1．国際関係を多様なアプローチから概観し全般的な知識を得る。 
2．21 世紀国際社会の多様性について理解する。 
3．グローバルな視点をもって国際政治と国内政治との連動について理解する。 
 

19.教科書・教材 
本授業では特定の教科書は用いない。授業中に適宜資料を配布する。 
 

20.参考文献 

本授業の履修に当たって、以下のテキストが参考になるかと思います。予習・復習に活用し
てください。 
―中⻄寛、石田順、田所正幸「国際政治学」（有斐閣、2013） 
―村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将 『国際政治学をつかむ（新版）』（有
斐閣、2015） 
 

21.成績評価 レスポンスシート 40 点（授業最終コマで記入、一日 10 点×4 日）・期末レポート 60 点 

22.コメント 
授業中の私語・遅刻など、他の学生に対する迷惑行為には厳しく対応する。また欠席の際
は、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 
集中講義のため、授業日のみの対応が中心となる点に留意されたい。その際、メールでの連
絡も対応可とする。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
 

ガイダンス 
「国際政治」・「国際関係」とは 
戦後日本政治外交と国際社会 

特になし 

第 2 回目 
近代ヨーロッパにおける国際体系の形成と展開 
：主権国家体制、帝国主義 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 



第 3 回目 世界大戦 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 4 回目 二度にわたる世界大戦と日本の外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 5 回目 戦後世界秩序の再編：冷戦 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 6 回目 現代国際体系における近代との連続と断絶 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 7 回目 
平和のための担保：国際機構、地域主義、経済的相互
交流 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 8 回目 冷戦期の日本外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 9 回目 アジアにおける国際情勢の変動と日本外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指



示する）。 

第 10 回目 冷戦の終焉と新国際秩序をめぐる覇権争い 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 11 回目 新しい紛争、ft.「永遠の平和」は可能か 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 12 回目 
国際関係における多様なアクター：ヒト・モノ・カネ
のトランスナショナルの深化 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 13 回目 国際政治学における安全保障論の変遷：国家の安全保
障から人間の安全保障まで 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 14 回目 
国際政治と国内政治の連動①― 近年の「米中葛藤」
と日本  

第 15 回目 国際政治と国内政治の連動②― 「ポストコロナ」時
代における国際社会と日本 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW104-
A51 

2.科目名 日本国憲法 (教福 2/2･国際ｺﾐ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 出嶋陽介 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年生〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 副
専攻（世界と日本を考え
る） 副専攻（平等を考え
る） 幼稚園一種 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および講義前演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目の目的は、国家の基礎法である日本国憲法を通じて、人権感覚と憲法が目指すところ
を修得することにある。 
憲法の成立経緯は講義で詳細に話す予定であるが、我々の自由が確保され、また権力の濫用
を封じるための⻭止めとなっている非常に重要な国法である。それゆえに、憲法の理解なく
して、自由や人権を語るわけには行かないのである。 
加えて、これからの時代は、豊かな人権感覚を備えた人材が求められている。それは、政治
家や公務員だけに限られず、一般市⺠にも必要な教養なのである。 
また、教職課程の科目でもあるため、教員を目指す学生は憲法が保障する自由や権利とは一
体何かを十分に学習することは、将来役に立つであろう。 
このようなことから、講義前チェックテスト（講義前演習）、講義、アフターフォローとし
ての講義前チェックテストの解説の構成で進行する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマ・ポリシーの（2）社会的貢献性、（6）専門的知識・技能
の活用に関連している。 
具体的な学習目標は、以下のとおりである。 
①権利や自由がなぜ必要なのかを説明できるようになる。 
②憲法規範に従って、問題を解決できる思考ができるようになる。 
③人権感覚を身に付け、法的に解決できるようになる。 

19.教科書・教材 吉田仁美（編） 『スタート憲法 第 3 版』（2020 年） 成文堂 
20.参考文献 必要に応じて配布する。 

21.成績評価 

評価方法と配点は次のとおりである。 
①小テスト 1 回目（第 5 回目の講義時に実施）  最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
②小テスト 2 回目（第 10 回目の講義時に実施）   最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
③総括試験   （第 15 回目に実施）        最大 50％ 〈学習目標②に対応〉 
以上の評価対象を実施した上で、合計 60％以上となった場合に、合格（単位認定）とす
る。 
※ 小テストは、各回 15 分程度のものを予定しており、かつ講義中に WebClass のテスト
機能を利用する。したがって 

22.コメント 
①WebClass を利用して、講義資料配布や小テスト実施を行うので、パソコンを積極的に活
用してもらう予定となっている。 
②憲法を中心に社会を見つめ、人権を尊重するということはどのような意味を持つものなの



かを考えながら、講義に参加して欲しい。 

23.オフィスアワー 
研究室を持っていないので、質問や要望等があれば、講義の前後に受け付ける。また、
WebClass のメール機能を使った問い合わせも可（ただし毎日チェックしていないので、回
答には数日を要することもある）。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

（講義）講義の進め方と憲法の概念についての説明を
行なう。第 1 回目は履修者確定の時期ではないの
で、憲法総論として日常生活と憲法との関係について
講義するつもりである。 

（復習） 
講義ノートの整理 

第 2 回 

（講義）憲法が成立する背景として存在する近代人権
宣言について説明する。ここでは、憲法の成立由来な
らびに明治憲法及び日本国憲法についての説明をし、
憲法の基礎的性格を明らかにする。テキスト 1〜7 ペ
ージ該当 
（講義前演習）憲法の基本知識に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 1-7 ページを読んで、憲法の基本
原理、大日本帝国憲法と日本国憲法の相違に
ついて確認する。 

第 3 回 

（講義）基本的人権総論と題して、外国人に対する人
権保障について説明する。とりわけ、日本人と同等同
質の生活を送る定住外国人に、憲法はどこまで人権を
保障するのか解説する。テキスト 12〜13 ページ該当 
（講義前演習）人権享有主体に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 12-13 ページを読んで、外国人の
人権保障について、憲法がどのような態度を
とっているのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 4 回 

（講義）3 回目に続いて、法人と公務員の人権保養に
ついても講義する。また、世界的にも権利保障を高め
ることが求められている子どもに対する人権保障につ
いて講義する。そして、子ども・未成年者に対する自
由をどこまで保障し、また子ども・未成年者を保護す
るために、どこまで自由を制約できるのかを解説す
る。テキスト 14〜17 ページ該当  
（講義前演習）子供の人権保障に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 14-17 ページを読んで、子供の人
権がなぜ必要か考えていく。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 5 回 

（講義）人権の一般規定である 13 条では、幸福追求
権が保障されている。そこで、近年新しい人権として
主張されるようになった、特に、新しい人権や自己決
定権の意義と限界についての説明をしていくことにす
る。テキスト 22,24〜29 ページ該当   
（講義前演習）新しい人権に関する確認テスト 
※ WebClass を利用した小テスト（第 1 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 22-29 ページを読んで、特に幸福
追求権と自己決定権との関係を理解してお
く。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 6 回 

（講義）近代人権宣言は、自由と平等を御旗としてい
るが、そのうちの平等権について説明する。その中
で、差別の問題と平等の意義及び平等権が争われた事
例についての講義する。テキスト 32〜33,36-37 ペー
ジ該当 
（講義前演習）平等権に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 32-37 ページを読んで、特に差別
と平等権との関係を理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 7 回 

（講義）憲法は精神的自由を保障し、思想信条の自
由、信教の自由、表現の自由を保障する。ここでは、
前二者について講義をし、なぜ個人の内心の自由を保
障する必要があるのか、戦前の状況との比較を通じて
解説する。テキスト 38〜39,42〜45 ページ該当   

（予習） 
テキスト 38-45 ページを読んで、内心の自
由とはどのようなものか、なぜ精神領域への
自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 



（講義前演習）精神的自由、特に思想信条の自由と信
教の自由についての確認テスト 

講義ノートの整理 

第 8 回 

（講義）前回に引き続き、精神的自由の中でもコアな
人権である表現の自由について講義をし、なぜ表現の
自由を手厚く保障する必要があるのか、戦前の状況と
の比較を通じて解説する。テキスト 46〜49,52-55 ペ
ージ該当   
（講義前演習）表現の自由についての確認テスト 

（予習） 
テキスト 46-49,52-55 ページを読んで、内
心の自由とはどのようなものか、なぜ精神領
域への自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 9 回 

（講義）人身の自由とは、かつて国家権力が人⺠を不
当に処罰したところから、刑罰権の濫用がなされない
よう、憲法上のルールとして保障されたものである。
ここでは、奴隷的拘束の禁止、適正手続の保障、令状
主義を説明する。テキスト 64〜71 ページ該当  
（講義前演習）人身の自由（予習該当範囲）に関する
確認テスト 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、適正手続
の保障、令状主義について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 10 回 

（講義）前週に引き続き、公平の裁判所による迅速な
裁判を受ける権利、証人審問権・喚問権、弁護人依頼
権、残虐な刑罰の禁止を講義する。テキスト 64〜67
ページ該当   
（講義前演習）人身の自由（予習該当部分）に関する
確認テスト  
※ WebClass を利用した小テスト（第 2 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、公平な裁
判所の迅速な裁判を受ける権利、証人審問
権、証人喚問権、弁護人依頼権、残虐刑の禁
止について理解する。 
 （復習） 
講義ノートの整理 

第 11 回 

（講義）弱者救済の人権である生存権を講義する。生
存権は近年の社会情勢から注目されており、国家がい
かに弱者を救済するべきか、議論が立たなされてい
る。この点から、生存権が必要とされる意義や限界、
生存権の将来について一緒に考えていきたい。   
（講義前演習）生存権について確認テスト 

（予習） 
テキスト 76-77 ページを読んで、生存権が
必要とされた背景について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 12 回 

（講義）憲法は統治機構に関する規定も置いている
が、その中でも国会、内閣について講義をする。そし
て、国会や内閣の権限や現実の政治における機能を説
明をする。テキスト 98〜109 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 90-91,98-109 ページを読んで、国
会の性格、国会の権限、内閣の権限について
理解する。 
  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 13 回 

（講義）前回に引き続き、統治機構の中でも裁判所に
ついて講義をする。裁判所は基本的人権の砦として、
国⺠の権利や自由を守る役割を果たしている。また、
中立的な裁判を実現するために、司法権の独立という
仕組みも導入されている。このような点から、裁判所
が憲法を頂点とした法の支配を実現するために果たす
役割を説明をする。テキスト 110〜117 ページ該当 
（講義前演習）裁判所に関する確認テスト 
 

（予習） 
テキスト 64-67 ページを読んで、特に死刑
の実態について理解する。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 14 回 
（講義）日本国憲法は戦前の反省から、軍国主義を放
棄し、平和主義を採用している。それゆえに、日本が
世界で果たす役割が大きく期待されている。しかし、

（予習） 
テキスト 120-126 ページを読んで、憲法 9
条の内容と日米安全保障体制を理解する。 



現実の世界政治は、憲法が目指した平和主義とは程遠
い。そこで、憲法 9 条が目指す理念と国際情勢を比
較しながら、平和主義のあり方について講義をする。
テキスト 122〜125 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣、裁判所に関する確認テス
ト 
 

（復習） 
講義ノートの整理 

第 15 回 総括試験の実施  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW104-
Y51 

2.科目名 日本国憲法 （教職 1 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 出嶋陽介 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年生〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 副
専攻（世界と日本を考え
る） 副専攻（平等を考え
る） 幼稚園一種 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および講義前演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目の目的は、国家の基礎法である日本国憲法を通じて、人権感覚と憲法が目指すところ
を修得することにある。 
憲法の成立経緯は講義で詳細に話す予定であるが、我々の自由が確保され、また権力の濫用
を封じるための⻭止めとなっている非常に重要な国法である。それゆえに、憲法の理解なく
して、自由や人権を語るわけには行かないのである。 
加えて、これからの時代は、豊かな人権感覚を備えた人材が求められている。それは、政治
家や公務員だけに限られず、一般市⺠にも必要な教養なのである。 
また、教職課程の科目でもあるため、教員を目指す学生は憲法が保障する自由や権利とは一
体何かを十分に学習することは、将来役に立つであろう。 
このようなことから、講義前チェックテスト（講義前演習）、講義、アフターフォローとし
ての講義前チェックテストの解説の構成で進行する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマ・ポリシーの（2）社会的貢献性、（6）専門的知識・技能
の活用に関連している。 
具体的な学習目標は、以下のとおりである。 
①権利や自由がなぜ必要なのかを説明できるようになる。 
②憲法規範に従って、問題を解決できる思考ができるようになる。 
③人権感覚を身に付け、法的に解決できるようになる。 

19.教科書・教材 吉田仁美（編） 『スタート憲法 第 3 版』（2020 年） 成文堂 
20.参考文献 必要に応じて配布する。 

21.成績評価 

評価方法と配点は次のとおりである。 
①小テスト 1 回目（第 5 回目の講義時に実施）  最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
②小テスト 2 回目（第 10 回目の講義時に実施）   最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
③総括試験   （第 15 回目に実施）        最大 50％ 〈学習目標②に対応〉 
以上の評価対象を実施した上で、合計 60％以上となった場合に、合格（単位認定）とす
る。 
※ 小テストは、各回 15 分程度のものを予定しており、かつ講義中に WebClass のテスト
機能を利用する。したがって 

22.コメント 
①WebClass を利用して、講義資料配布や小テスト実施を行うので、パソコンを積極的に活
用してもらう予定となっている。 
②憲法を中心に社会を見つめ、人権を尊重するということはどのような意味を持つものなの



かを考えながら、講義に参加して欲しい。 

23.オフィスアワー 
研究室を持っていないので、質問や要望等があれば、講義の前後に受け付ける。また、
WebClass のメール機能を使った問い合わせも可（ただし毎日チェックしていないので、回
答には数日を要することもある）。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

（講義）講義の進め方と憲法の概念についての説明を
行なう。第 1 回目は履修者確定の時期ではないの
で、憲法総論として日常生活と憲法との関係について
講義するつもりである。 

（復習） 
講義ノートの整理 

第 2 回 

（講義）憲法が成立する背景として存在する近代人権
宣言について説明する。ここでは、憲法の成立由来な
らびに明治憲法及び日本国憲法についての説明をし、
憲法の基礎的性格を明らかにする。テキスト 1〜7 ペ
ージ該当 
（講義前演習）憲法の基本知識に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 1-7 ページを読んで、憲法の基本
原理、大日本帝国憲法と日本国憲法の相違に
ついて確認する。 

第 3 回 

（講義）基本的人権総論と題して、外国人に対する人
権保障について説明する。とりわけ、日本人と同等同
質の生活を送る定住外国人に、憲法はどこまで人権を
保障するのか解説する。テキスト 12〜13 ページ該当 
（講義前演習）人権享有主体に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 12-13 ページを読んで、外国人の
人権保障について、憲法がどのような態度を
とっているのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 4 回 

（講義）3 回目に続いて、法人と公務員の人権保養に
ついても講義する。また、世界的にも権利保障を高め
ることが求められている子どもに対する人権保障につ
いて講義する。そして、子ども・未成年者に対する自
由をどこまで保障し、また子ども・未成年者を保護す
るために、どこまで自由を制約できるのかを解説す
る。テキスト 14〜17 ページ該当  
（講義前演習）子供の人権保障に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 14-17 ページを読んで、子供の人
権がなぜ必要か考えていく。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 5 回 

（講義）人権の一般規定である 13 条では、幸福追求
権が保障されている。そこで、近年新しい人権として
主張されるようになった、特に、新しい人権や自己決
定権の意義と限界についての説明をしていくことにす
る。テキスト 22,24〜29 ページ該当   
（講義前演習）新しい人権に関する確認テスト 
※ WebClass を利用した小テスト（第 1 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 22-29 ページを読んで、特に幸福
追求権と自己決定権との関係を理解してお
く。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 6 回 

（講義）近代人権宣言は、自由と平等を御旗としてい
るが、そのうちの平等権について説明する。その中
で、差別の問題と平等の意義及び平等権が争われた事
例についての講義する。テキスト 32〜33,36-37 ペー
ジ該当 
（講義前演習）平等権に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 32-37 ページを読んで、特に差別
と平等権との関係を理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 7 回 

（講義）憲法は精神的自由を保障し、思想信条の自
由、信教の自由、表現の自由を保障する。ここでは、
前二者について講義をし、なぜ個人の内心の自由を保
障する必要があるのか、戦前の状況との比較を通じて
解説する。テキスト 38〜39,42〜45 ページ該当   

（予習） 
テキスト 38-45 ページを読んで、内心の自
由とはどのようなものか、なぜ精神領域への
自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 



（講義前演習）精神的自由、特に思想信条の自由と信
教の自由についての確認テスト 

講義ノートの整理 

第 8 回 

（講義）前回に引き続き、精神的自由の中でもコアな
人権である表現の自由について講義をし、なぜ表現の
自由を手厚く保障する必要があるのか、戦前の状況と
の比較を通じて解説する。テキスト 46〜49,52-55 ペ
ージ該当   
（講義前演習）表現の自由についての確認テスト 

（予習） 
テキスト 46-49,52-55 ページを読んで、内
心の自由とはどのようなものか、なぜ精神領
域への自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 9 回 

（講義）人身の自由とは、かつて国家権力が人⺠を不
当に処罰したところから、刑罰権の濫用がなされない
よう、憲法上のルールとして保障されたものである。
ここでは、奴隷的拘束の禁止、適正手続の保障、令状
主義を説明する。テキスト 64〜71 ページ該当  
（講義前演習）人身の自由（予習該当範囲）に関する
確認テスト 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、適正手続
の保障、令状主義について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 10 回 

（講義）前週に引き続き、公平の裁判所による迅速な
裁判を受ける権利、証人審問権・喚問権、弁護人依頼
権、残虐な刑罰の禁止を講義する。テキスト 64〜67
ページ該当   
（講義前演習）人身の自由（予習該当部分）に関する
確認テスト  
※ WebClass を利用した小テスト（第 2 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、公平な裁
判所の迅速な裁判を受ける権利、証人審問
権、証人喚問権、弁護人依頼権、残虐刑の禁
止について理解する。 
 （復習） 
講義ノートの整理 

第 11 回 

（講義）弱者救済の人権である生存権を講義する。生
存権は近年の社会情勢から注目されており、国家がい
かに弱者を救済するべきか、議論が立たなされてい
る。この点から、生存権が必要とされる意義や限界、
生存権の将来について一緒に考えていきたい。   
（講義前演習）生存権について確認テスト 

（予習） 
テキスト 76-77 ページを読んで、生存権が
必要とされた背景について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 12 回 

（講義）憲法は統治機構に関する規定も置いている
が、その中でも国会、内閣について講義をする。そし
て、国会や内閣の権限や現実の政治における機能を説
明をする。テキスト 98〜109 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 90-91,98-109 ページを読んで、国
会の性格、国会の権限、内閣の権限について
理解する。 
  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 13 回 

（講義）前回に引き続き、統治機構の中でも裁判所に
ついて講義をする。裁判所は基本的人権の砦として、
国⺠の権利や自由を守る役割を果たしている。また、
中立的な裁判を実現するために、司法権の独立という
仕組みも導入されている。このような点から、裁判所
が憲法を頂点とした法の支配を実現するために果たす
役割を説明をする。テキスト 110〜117 ページ該当 
（講義前演習）裁判所に関する確認テスト 
 

（予習） 
テキスト 64-67 ページを読んで、特に死刑
の実態について理解する。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 14 回 
（講義）日本国憲法は戦前の反省から、軍国主義を放
棄し、平和主義を採用している。それゆえに、日本が
世界で果たす役割が大きく期待されている。しかし、

（予習） 
テキスト 120-126 ページを読んで、憲法 9
条の内容と日米安全保障体制を理解する。 



現実の世界政治は、憲法が目指した平和主義とは程遠
い。そこで、憲法 9 条が目指す理念と国際情勢を比
較しながら、平和主義のあり方について講義をする。
テキスト 122〜125 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣、裁判所に関する確認テス
ト 
 

（復習） 
講義ノートの整理 

第 15 回 総括試験の実施  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LIN101-
A51 

2.科目名 英語学Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 
発展科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科こども学専攻 
初等英語教育コース 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
高校教諭１種(英語) 中学
教諭１種(英語)  
中学教諭 2 種（英語） 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

英語の歴史をその始まりの 5 世紀頃から現代英語までどのような発展を遂げたか辿り、その
変化を知ることで英語の現在および未来を知る手掛かりとする、 
１）序章 世界語としての英語 
２）英語の始まり 古英語期 
３）中英語期 
４）近代英語期 
５）19 世紀から現代英語期 
併せて、英語が世界に広がって多様化していった過程とその結果生じた様々な方言・アクセ
ントについて検討していく。同時に、言語習得の観点から、英語教育と第 2 言語習得につい
ても見ていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.    コミュニケーション能力 
2. 課題発見・課題解決能力 
3. 第 2 言語習得に関する専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 
中尾俊夫他編『図説 英語史入門』 
 1988 年 大修館書店 

20.参考文献  

21.成績評価 

小課題 10％ 
パフォーマンス・プレゼンテーション 30％ 
レポート 20％ 
試験 40％ 

22.コメント 積極的な参加と英語によるパフォーマンスの向上を期待します。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回：英
語学序説Ⅰ 
 

英語学序説Ⅰ 
１）世界語としての英語 
２）色々な英語 
 

ゲルマン⺠族大移動について、図式化したレ
ポート 

第 2 回：英
語学序説Ⅱ 

英語学序説Ⅱ 
１）英語史研究の目的、時代区分 
２）英語の祖先語 
３）グリムの法則、ヴェルネルの法則 
 

ゲルマン語から英語への発展についての小レ
ポート 

第 3 回：英 古英語Ⅰ 古英語の特徴を A4 一枚に纏める 



語の始まり
ー古英語期
Ⅰ 

古英語概説 
 

第 4 回：古
英語期Ⅱ 

古英語Ⅱ 
ベオウルフ 

『ベオウルフ』の書き出しの文を語彙・文法
を分析して、日本語に訳し、A4 一枚にまと
める。 

第 5 回：中
英語期Ⅰ 

中英語Ⅰ 
中英語概説 

中英語の特徴を A4 一枚に纏める 

第 6 回：中
英語期Ⅱ 

中英語Ⅱ 
チョーサー『カンタベリー物語』 

チョーサー『カンタベリー物語』序の歌の語
彙と文法を分析して、日本語に訳し、A4 一
枚にまとめなさい。 

第 7 回：近
代英語期Ⅰ 

近代英語Ⅰ 
近代英語概説 

近代英語の特徴を A4 一枚に纏めなさい。 

第 8 回：近
代英語期Ⅱ 

近代英語Ⅱ 
シェイクスピア『ロミオとジュリエット』 

シェイクスピア『ロミオとジュリエット』の
バルコニーシーンの語彙と文法を分析し、
A4Ⅰ枚にまとめて提出する。 

第 9 回：現
代英語期 
世界の英語
へ 
 

現代英語期 
大英帝国の繁栄と英語の展開 

7 つの海を支配していった大英帝国の世界進
出に伴い、全世界へと広がっていった英語の
状況を A4 一枚にまとめなさい。 

第 10 回：世
界の英語Ⅰ 
World 
EnglishesⅠ 

世界の英語Ⅰ 
連合王国の英語 

連合王国（イギリス）内の英語の諸方言につ
いて、A4 一枚にまとめなさい。 

第 11 回：世
界の英語Ⅱ 
World 
EnglishesⅡ 

世界の英語Ⅱ 
アメリカとカナダの英語 

北米（アメリカとカナダ）に進出していった
英語がその後どのような発展を遂げたか、発
音と文法を中心に A4 一枚にまとめなさい。 

第 12 回：世
界の英語Ⅲ 
World 
EnglishesⅢ 

世界の英語Ⅲ 
オーストラリアとニュージーランドの英語 

流刑地として始まったオーストラリアを中心
とする豪州の英語の発展について、発音・文
法を中心に、A4 一枚にまとめなさい。 

第 13 回：世
界の英語Ⅳ 
World 
EnglisheⅣ 

世界の英語 Ⅳ 
アジアの英語 

イギリスおよびアメリカの植⺠地であったア
ジアの諸国（香港、シンガポール、マレーシ
ア、フィリピン、インドパキスタン、セイロ
ン、バングラデシュ、等）において、英語が
どのように発展していったかを A4 一枚でま
とめなさい。 

第 14 回：英
語の将来 

英語の未来 
世界共通語（リンガ・フランカ）として発展
してきた英語の未来について、A4Ⅰ枚でま
とめなさい。 

第 15 回：ふ
りかえりと
試験 

ふりかえりと試験 最終レポートの持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LIN102-
Y51 

2.科目名 英語学Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科、英語コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 高校１種(英語) 中学１種
(英語)教員免許 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 lecture, presentation 
16.履修制限 none 

17.授業の目的と概要 

＜概要＞Based on English Linguistics I, this course will further studentsʼ knowledge of 
English linguistics, especially on syntax, semantics, pragmatics, and related areas such 
as information structure, comparison between English and Japanese, and discuss some 
topics about those fields and give a presentation for a practical language class. 
＜目的＞ Understanding the linguistic theory and using your knowledge to apply it for 
language teaching. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(4) 問題発見・解決力の学修に関連しています。 
1) Students can understand theories of syntax, semantics, and related area in English 
linguistics. 
2) Students can use logical thinking to analyze language phenomena. 
3) Students can use knowledge for teaching grammar. 

19.教科書・教材 textbook: none 
Handouts are given on the Web Class. 

20.参考文献 

Taishukanʼs Encyclopedia of English Linguistics. 
Crystal (2003) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell 
any English-English / English-Japanese dictionary 
Other reference books will be mentioned in the class. 

21.成績評価 

1) Homework (HWK)  3 点×5 回=15 点  (answer questions)   
2) Quiz  5 点×3 回=15 点  (review quiz)  
3) Presentation  8 点×2 回=16 点  (explaining grammar & vocabulary) 
4) Report  9 点×2 回=18 点  (summary of your presentations)  
5) Exam  36 点 （総括試験） 
＊合格基準：Homewoek を３回以上提出、Quiz を２回以上受 

22.コメント Ask any question in the class or write a question on the attendance card. 
23.オフィスアワー 研究室：水曜３限、センター：未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１． 9/29 
Introduction (syllabus, course objectives, etc.) 
Syntax 1 (統語論：Major Units, word Order, Parts of 
Speech) 

HWK 1（30min） 

２． 10/06 Syntax 2 (Verb: Tense, Aspect), Pair Work HWK 2（30min） 
３． 10/13 Syntax 3 (Verb: Mood), Quiz 1 HWK 3（30min） 
４． 10/20 Syntax 4 (Structure of Noun Phrase), Quiz 2 Review（60min） 
５． 10/27 
  (11/3 
holiday) 

Syntax 5 (Articles), Review of Syntax, Quiz 3 
Explaining grammatical items（説明・担当決定） 

Preparation of Group Work  
（60min） 

６． 11/10 Group work: Explaining grammatical items（質問受 Make a PowerPoint file &  



付） 
Semantics 1 (意味論：Introduction) 

Practice Presentation（60min） 

７． 11/17 
Presentation on explaining grammatical items: 
individual Write a Report 1（60min） 

８． 11/24 Semantics 2 (Synonymy, Antonymy), Submit Report 
1 (Web Class) 

Review （30min） 

９． 12/01 
Semantics 3 (Hyponym, Semantic Relations of 
Sentences) 

Review （30min） 

10. 12/08 
Pragmatics (語用論：Speech Act Theory, Felicity 
Conditions, Cooperative Principle: given in 
Japanese) 

Review （30min） 

11. 12/15 
Review of Semantics & Pragmatics 
Comparison of words between English & Japanese 

HWK 4 （45min） 

12. 12/22 
Speech Level, Discussion theme: Do katakana 
words support or disturb vocabulary learning? （説
明・担当決定） 

HWK 5 （45min） 

13. 1/12 Speech Level (Group Work), Information Structure 
Make a PowerPoint file & 
Practice Presentation (60min) 

14. 1/19 Presentation on Katakana Words: individual Write a Report 2（60min） 

15. 1/26 Final Exam, Report 2 
Submit a report: Web Class  
(40 min) 
Review for the exam (50 min) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LIN201-
Y51 

2.科目名 英語音声学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科、英語教育学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 高校教諭１種(英語)、中学
教諭１種(英語) 

11.先修条件 英語学１を履修していることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 lecture, activity 

16.履修制限 
教職課程の学生は必修 
PC 教室は間を空けて着席するため、最大 24 名までとし、それ以上の場合は抽選をします。
受講を希望する学生は、第１回目の授業に必ず出てください。 

17.授業の目的と概要 

目的：英語音声学の理論的側面を学び、自身の発音を改善して EIL（国際語としての英語）
を基準とするレベル以上に発音能力を引き上げることを目的としている。 
概要：調音音声学の各分野、即ち、prosody と呼ばれる強勢、リズム、イントネーションに
関する理論と発音指導による矯正を行い、合わせて子音・⺟音といった個別音についても、
同様に理論と実践の両面を扱う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(6) 専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
1)日本語の音声と比較し、英語音声学の理論を説明できる 
２）英語発音が英語指導者レベルにまで達する 

19.教科書・教材 松井千枝「英語音声学：日本語との比較による」（朝日出版社）ISBN978-4-255-15193-9 
20.参考文献 必要に応じて、授業中に指示する。 

21.成績評価 

１）発音テスト：８点×５回=40 点 （文強勢、イントネーション、音声変化、子音、⺟
音） 
２）レポート：10 点×２回=20 点 （⺟音および子音に関する課題） 
３）総括試験：40 点 （筆記および発音実技） 
＊合格基準：発音テスト３回以上受験、レポートは２回とも提出、総括試験を受験 

22.コメント 
PC 教室で発音評価ソフトを使用する。 
必要な資料は Web Class で配布する。 
＊オンライン授業になった場合は、録音用アプリの使い方について、別途説明する。 

23.オフィスアワー 研究室：水曜３限、センター：未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1. 9/29 

導入（シラバス説明、発音評価アプリの使用説明）、
発音診断テスト 、  
発音器官の構造と名称、子音・⺟音の分類基準と発音
記号について 

予習：教科書 第 7 章（45 分） 

2. 10/06 
発音診断テストの返却と説明、第７章 語強勢、文強
勢、リズム（発音練習） 

予習：教科書 第 6 章、発音練習（60 分） 

3. 10/13 
第６章 弱形（聞き取りと発音）、音節、音節構造、音
節主音 
 

予習：教科書 第 8 章、発音練習（60 分） 

4. 10/20 
第８章 イントネーション１（ピッチ、音調核、種類
と文法・話者の心的態度との関係） 

予習：教科書 第 8 章、発音練習（60 分） 

5. 10/27 
  (11/3 
holiday) 

第８章 イントネーション２（発音練習）、発音テスト
１（文強勢） 
 

予習：教科書 第５章、発音練習（60 分） 



6. 11/10 
第５章 音声変化（連結、脱落、同化、弱化）、発音テ
スト１の返却と説明 

予習：教科書 第３章、発音練習（60 分） 

7. 11/17 
第３章 子音１（破裂音、鼻音、摩擦音）、発音テスト
２（イントネーション） 予習：教科書 第 3 章、発音練習（60 分） 

8. 11/24 
第３章子音２（破擦音、側音、接近音、子音群）、発
音テスト２の返却と説明 
 

予習：教科書 第 4 章、発音練習（30 分）、
レポート１作成（60 分） 

9. 12/01 
第４章 ⺟音１（前⾆）、発音練習、発音テスト２の返
却と説明 
レポート１ Web Class へ提出 

予習：教科書 第 4 章、発音練習（60 分） 

10. 12/08 
第４章 ⺟音２（中⾆、後⾆）、子音の復習、発音テス
ト３（音声変化） 
 

予習：教科書 第 4 章、発音練習（60 分） 

11. 12/15 
第４章 ⺟音３（二重⺟音）、発音練習、発音テスト３
の返却と説明  レポート２作成（60）、発音練習（30 分） 

12. 12/22 
第４章 ⺟音の復習、パラグラフの音読、発音テスト
４（子音） 
レポート２： Web Class へ提出 

復習、発音練習（50 分） 

13. 1/12 
パラグラフの音読、発音テスト４の返却と説明、発音
テスト５（⺟音） 復習、音読練習（90 分） 

14. 1/19 
パラグラフの音読、全体の復習、発音テスト５の返却
と説明 復習、音読練習（90 分） 

15. 1/26 総括試験（筆記と発音実技）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MED104-
M51 

2.科目名 臨床栄養学 3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中悦子 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 専門基礎科目 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
栄養系の種類とはたらき、消化・吸収、体内代謝について、ライフステージ別の栄養や疾患
別食事療法について、さらにチーム医療としての NST や、栄養アセスメントから栄養ケア
計画までの栄養ケアマネジメントに必要な知識と手法を学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

看護を行う上で必要不可欠な臨床栄養学に関する基礎的知識を修得する。 

19.教科書・教材 
≪系統看護学講座 専門基礎分野≫人体の構造と機能[3]栄養学 医学書院をご用意くださ
い。 

20.参考文献 

日本人の食事摂取基準 2020 
CKD 診療ガイドライン 2018 
糖尿病治療ガイド 2018-2019 
高血圧治療ガイドライン 2019 
急性、慢性心不全診療ガイドライン 
糖尿病食品交換表 第 9 版 

21.成績評価 

各授業終了時に、授業内容のまとめシートを提出する（約３割）と、総括試験（約７割）で
評価する。 
授業内容のまとめシート（３０％）・総括試験（７０％） 
各回ごとにまとめシート（A4 サイズ 1/2 ページ）提出あり。 

22.コメント 

まずは?頃の??活に関?を持ち、?分の健康と??活について考えてみましょう。そして、看護
と栄養学の関わりについて学習していきましょう。 毎回の授業にまとめシート（当日の授
業を自分でまとめたレポート）を提出してもらいます。授業終了後、回収します。 
※締め切り期限を過ぎたものについては原則として認めません。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
栄養学と看護、栄養状態の評価・判定、栄養ケアマネ
ジメント 
日本人の食事摂取基準、国⺠健康・栄養調査 

まとめシート提出 

第２回 栄養素の種類とはたらき、エネルギー代謝 まとめシート提出 
第３回 栄養素の消化・吸収、栄養素の体内代謝 まとめシート提出 

第４回 
ライフステージと栄養①② 
   乳児期、幼児期、学童期、思春期・?年期、
成?期、妊娠期・授乳期、更年期、高齢期 

まとめシート提出 

第５回 
臨床栄養?疾患別?事療法の実際① 
   循環器疾患、消化器疾患 
 

まとめシート提出 

第６回 臨床栄養?疾患別?事療法の実際② 
   消化器疾患続き、栄養代謝疾患 

まとめシート提出 



第７回 
臨床栄養?疾患別?事療法の実際③ 
   腎臓疾患、?液疾患 

まとめシート提出 

第８回 
臨床栄養?疾患別?事療法の実際④ 
   ?物アレルギー、術前・術後 経腸栄養法 
 

まとめシート提出 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MED106-
M51 

2.科目名 病態学 （９月２６日〜１１月２１日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本侑毅 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
看護師として治療に携わるに際し、必要な病態学的基礎知識を習得します。 
【概要】 
健康障害をきたす疾患群として、先天異常、代謝障害、循環障害、炎症、腫瘍、老化などを
取り上げ、それぞれにおける形態学的変化およびその病因・病態について学習します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 様々な疾患の病態や病因の基本的な理解を目標とします。 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進① 病理学 医学書院 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
小テストを行い、授業への取り組み態度を確認し、本試験で理解度を図ります。 
小テストの配分は 40％、本試験の配分は６０％とします。 
合計６０％以上で合格とします。 

22.コメント 
看護師は医学知識を必要とする専門職であり、診療方針や検査結果を理解した上で看護を実
践する必要があります。より良い看護のために症状の裏にある病態をよく理解してくださ
い。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 病理学で学ぶこと 今回講義の復習および次回の予習 
第２回 老化と死・先天異常と遺伝子異常 今回講義の復習および次回の予習 
第３回 代謝障害 今回講義の復習および次回の予習 
第４回 循環障害 今回講義の復習および次回の予習 
第５回 炎症と免疫、膠原病 今回講義の復習および次回の予習 
第６回 感染症 今回講義の復習および次回の予習 
第７回 腫瘍 今回講義の復習および次回の予習 
第８回 本試験 今までの講義の復習 
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG104-
Y51 

2.科目名 ホスピタリティマネジメント 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目ホスピタリティマネジメントとはホスピタリティ産業における経営管理を意味しま
す。 
具体的には、学術的な側面として Hospitality と Service の違いを明確にします。どちらも
その行為を受けた人は良い気分になるでしょう。この 2 つの言葉の違いを、その語源、宗
教、歴史から学びます。そして、日本語としての「おもてなし」のルーツを考察します。 
次に、ホスピタリティ産業おける製品・サービスとな何か。製品価値を上げる企業戦略は何
か。最も重要されるコア・コンピタンスとして企業の差別化するにはどうすればよいか。そ
の答えを、国内外で評価される企業の事例を考察することで履修者自身が理解を深めていき
ます。学修を通して履修者が自ら課題の発見や解決の糸口を見付け出すことが講義の目的で
す。 
授業は講義、グループワーク、ディスカッション、発表で構成されます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は dp（ディプロマポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）(6)専門的知
識・技術の活用力の学修に関連しています。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につな
がる新たな観光価値をデザインする」を学習目標とします。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ホスピタリティとサービスを語源や歴史的観点から理解し説明できる。 
②ホスピタリティの事例から成功要因を理解し説明できる。 
③ホスピタリティ産業のマネジメント手法を理 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 
Kotler ”Marketing for Hospitality and Tourism ” PEARSON 
服部勝人『ホスピタリティマネジメント入門』丸善 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
?ミニッツペーパーの提出と理解度（30％）［学修目標?〜③に対応］ 
②課題レポート（20％）第 1 回・第 5 回［学修目標②に対応］webclasaa 参照 
③総括試験（50％）［学修目標①〜③に対応］ 

22.コメント 

グローバル化する現代社会において、ホスピタリティビジネスは重要な産業です。ホスピタ
リティを理解することは市場での差別化に通じます。また、異文化への理解を深めることで
円滑なコミュニケーション力を身に付けます。国際社会で活躍するグローバル人財にとって
は、ホスピタリティマネジメントは必修の学びです。ホスピタリティをキーワードにマネジ
メントをおこなうことで顧客と従業員の間にに「真実の瞬間」を作り出します。知識の習得
ではなく、自身で考えることが狙いです。 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
 

講義：なんとなく分かるようで分からない
「Hospitality と Service の語源と概念」 

PC またはタブレット等は全回で必要 
予習：ホスピタリティ体験をまとめノートに
整理してまとめること。 
＊課題「自分自身で体験したホスピタリティ
をレポートにまとめること。Word 1000 字
以内 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 2 回 
講義：ハリウッドスターをはじめ欧米人は何故ボラン
ティアする人多いの「Hospitality の歴史 キリスト
教における宗教的意義」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：航空会社、ホテルの価格の変化を調べ
ノートに整理すること。 

第 3 回 
講義：家電の販売と航空座席の販売とどう違うの「ホ
スピタリティ産業の製品特性」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「顧客の為に製品・サービスを提供す
るとはどのような事か」調べ意見をまとめて
おくこと。 

第 4 回 
講義：なんか難しそうだぞ「新概念としてのホスピタ
リティマネジメント」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：ホスピタリティ製品をどこで購入でき
るか調べてノートに整理すること。 

第 5 回 

講義：ビジネスが変化する理由はどこにあるのか「ホ
スピタリティ産業におけるマーケティング 4P とは何
か」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「経営者は従業員にどの様に接すれば
よいか」を調べ考えておく。 
＊課題「従業員のモチベーションを高めるた
めにどの様にすればよいかあなたの考えをレ
ポートにまとめること。word1000 字以内。 
 

第 6 回 
講義：アルバイト先の朝礼、大きな声で社訓それって
必要なの？「企業理念とビジョンを考える・・・」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「自分の来年の目標を設定してみよ
う。」但し具体的な実行案を考えること。 
 

第 7 回 
講義：目標は設定するが、出来ないあなたへ伝授「目
標設定と PDCA」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「変なホテル」について調べてる。 
 

第 8 回 
講義：変なホテルでロボットが接客するって労働生産
性と関係あるの「労働生産性向上の方策」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：体験した良いサービスの価格について
まとめておく。 

第 9 回 
講義：ご存知かな、無料のサービスはない「顧客サー
ビスサービスの収益化」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：過去にアルバイトなどで苦情を受けた
などの経験を整理してノートに整理するこ
と。 
 

第 10 回 
講義：私は寝てないんだからの一言で会社が倒産「広
報とリスクマネジメント」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「The Ritz Carlton Hotel」についてＨ
Ｐなどで調べる。 
 

第 11 回 
講義： レクサス店出店に伴いトヨタ自動車も研修
「事例研究：ザ・リッツカールトンホテルのホスピタ
リティを考察する」DVD 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：自動車販売店のＨＰをから業務を内容
を調べるノートに整理すること。 

第 12 回 講義：車を売らないカーディーラーが売上 No.1「事 復習：講義ノートの整理と復習 



例研究：ネッツトヨタ南国の驚異の販売力とホスピタ
リティを考察する」DVD 
 

予習：道頓堀ホテルの HP からホテルの内容
を調べノートに整理すること。 

第 13 回 
講義：ビジネスホテルなのに就職したいと思わせる使
命感に溢れた企業「事例研究：使命感で働く道頓堀ホ
テルの軌跡」DVD 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：カーディーラーレクサスについて調べ
ノートに整理すること。 

第 14 回 
講義：ベンツに挑戦するレクサス「レクサスのマーケ
ティング」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：１回〜14 回の復習をし、疑問点をノ
ートに整理すること。 

第 15 回 まとめ 
総括試験 

復習：講義ノートの整理と復習 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG201-
A51 

2.科目名 経営戦略論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 
展開科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■目的 
 経営学の代表的な研究領域のひとつである、経営戦略論について学びます。 
■概要 
 経営戦略論の歴史は 60 年ほどで、そもそも 100 年ほどしか歴史のない経営学の中ではさ
らに歴史が浅い分野です。しかし、現代の企業経営において非常に重要な位置を占めていま
す。変化の激しい時代の中で企業が継続的に発展するためには戦略が必要不可欠となってい
るからです。経営戦略における様々な手法を身近な事例を用いて学習し、理解を深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力、の学
習に関連しています。 
(1)経営戦略の基礎を理解する。 
(2)経営戦略論の各テーマについて、具体例をあげて整理できる。 
(3)整理したことを正確に伝えることができる。 
 

19.教科書・教材 『 １からの戦略論』嶋口充輝・内田和成・⿊岩健一郎（編集）、中央経済社（2016 年） 
20.参考文献 必要に応じて提示します。 

21.成績評価 

授業貢献：20% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
発表評価：40% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
総括試験：40％ 学習目標(1)に対応 
３項目全ての最低基準を満足した場合に評価します。 

22.コメント 

・大学での学びは自ら能動的におこなうものです。私の授業方針は「教えない授業」です。
教科書に書かれている説明や事例を、自分で読み込んで、みなさんの経験、知識を総動員し
て理解し、発表することによって力をつけていただきます。 
・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：月曜３限 
センターオフィスアワー：月曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ ガイダンス：経営戦略とは、授業の進め方、評価方法
の説明 

・事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

２ グループ編成、グループワークの進め方、発表方法 ・事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

３ グループ発表：序章 戦略とは 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

４ グループ発表：第 1 章 業界の構造 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 



・ノートＰＣ持参のこと。 

５ グループ発表：第 2 章 取り巻く環境 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

６ グループ発表：第 3 章 基本戦略 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

７ グループ発表：第 4 章 製品ライフサイクル別戦略 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

８ グループ発表：第 5 章 市場地位別戦略 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

９ グループ発表：第 6 章 リソース・ベースト・ビュー 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１０ グループ発表：第 7 章 事業システム 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１１ グループ発表：第 8 章 事業領域 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１２ グループ発表：第 9 章 成⻑戦略 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１３ グループ発表：第 10 章 資源展開 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１４ グループ発表：第 11 章 戦略の社会的側面 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１５ 総括試験 別途指示します。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG202-
A51 

2.科目名 経営組織論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 
展開科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■目的 
 経営学の代表的な研究領域のひとつである、経営組織論について学びます。 
■概要 
 経営組織論は、経営学における代表的な研究分野の１つであると同時に学生のみなさんに
とっても非常に身近な分野でもあります。大学は組織です。部活も組織でしょう。企業も組
織です。人はほぼ間違いなく何らかの組織に所属して活動しているのです。 
 経営組織を研究対象とする場合、組織を研究単位とするいわゆる経営組織論と、人を研究
単位とする組織行動論とがあります。本学経営学部には組織行動論の授業がありませんの
で、経営組織論とベースとしながら、組織行動論のテーマも扱います。 
 この授業では「対話型鑑賞」という授業方法を用います。対話型鑑賞は、元は美術鑑賞の
手法として生まれたものですが、非常に応用範囲が広く、それをこの授業でも用います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力、の学
習に関連しています。 
(1)経営組織論の基礎を理解する。 
(2)経営組織論の各テーマについて、具体例をあげて整理できる。 
(3)整理したことを正確に伝えることができる。 
 

19.教科書・教材 
『 キャリアで語る経営組織−個人の論理と組織の論理』稲葉祐之・井上達彦・鈴木⻯太・
山下勝（著）、有斐閣（2010 年） 

20.参考文献 必要に応じて提示します。 

21.成績評価 

授業貢献：20% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
発表評価：40% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
総括試験：40％ 学習目標(1)に対応 
３項目全ての最低基準を満足した場合に評価します。 

22.コメント 

・大学での学びは自ら能動的におこなうものです。私の授業方針は「教えない授業」です。
教科書に書かれている説明や事例を、自分で読み込んで、みなさんの経験、知識を総動員し
て理解し、発表することによって力をつけていただきます。 
・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜３限 
センターオフィスアワー：月曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ ガイダンス：経営組織論の概要、授業の進め方、評価
方法等の説明。 

・事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

２ グループ編成、グループワークの進め方、発表方法 
・事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 



３ グループ発表：組織とは何か 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

４ グループ発表：キャリア 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

５ グループ発表：組織社会化と組織文化 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

６ グループ発表：モチベーション 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

７ グループ発表：キャリア開発 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

８ グループ発表：管理者行動 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

９ グループ発表：集団のダイナミズム 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１０ グループ発表：コンフリクト・マネジメント 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１１ グループ発表：組織デザイン 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１２ グループ発表：環境マネジメント 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１３ グループ発表：組織変革 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１４ グループ発表：経営理念 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１５ 総括試験 別途指示します。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG202-
M51 

2.科目名 経営組織論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、個人と組織との関係を考察しながら、組織論の基本概念を習得することを目
的とする。キャリア・ステージに沿って、組織の中の個人、リーダーシップ、組織の設計及
び変革について学習する 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（2）社会的貢献性、の学
修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
・個人と組織の関係について多様な視点から考えることができる 
・キャリア形成のプロセスを理解し、説明できる 
・リーダーシップの意義を理解し、理想的なリーダー像を説明できる 
・組織設計、組織運営の基本について理解することができる 

19.教科書・教材 
稲葉祐之等『キャリアで語る経営組織ー個人の論理と組織の論理』有斐閣、2012 
 

20.参考文献 

加護野忠男等編著『1 からの経営学』(第 2 版)碩学社、2012 年 
嶋口充輝他『1 からの戦略論』（第２版）碩学社，2016 
伊丹敬之・加護野忠男『ゼミナール 経営学入門』 
 

21.成績評価 

①ワーク：20 点（詳細は授業時に説明） 
②中間レポート：20 点 
③GW プレゼン：20 点 
④総括試験：40 点 
合格ライン：60 点 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
10/1 

オリエンテーション 
講義内容：①講義概要、学習目標、評価方法等 
②Q:人はなぜ働くのか 

○個人ワーク：経営の仕組み、付加価値、経
営資源について復習しよう。120 分 
 

第 2 回 
10/8 

Ⅰ.キャリアデザインとは（教材 1 第 12 章） 
       映画鑑賞『October Sky』 

○ワーク①：将来の仕事の選択に当たって、
あなたは①企業に就職し、組織の一員として
働きたいのか、それとも②自ら起業し、経営
者として働きたいのか。150 分 

第 3 回 
10/15 

Ⅰ.キャリアデザインとは（2） 
映画鑑賞『October Sky』 

○中間レポート：自分のキャリアの形成につ
いて考えよう（詳細は授業中指示する）7 回
目に提出 150 分 

第 4 回 Ⅱ.組織文化（1） 個人ワーク：先輩に「リアリティ・ショック



10/22 組織社会化と組織社会化プロセス、リアリティ・ショ
ック 

の経験があったか、社会人になってからどの
ような変化があったか？個人と組織の関係に
ついてどのように考えているのか、など訊ね
てみよう。120 分 
 

第 5 回 
10/29 

Ⅱ.組織文化（２） 
講義内容：組織文化、同質性の怖さと過剰な社会化 
      映画鑑賞『プラダを着た悪魔』 

次回は PC 持参 
ワーク②：自分の関心を持つ企業の組織文化
を調べよう。  
120 分 

第 6 回 
11/6 

Ⅲ.ミクロ組織のマネジメント（1）（教材 1 第 11 章） 
講義内容：インセンティブシステム 
 

*PC 持参 
◎グループワーク：企業間の組織文化の比較  
150 分 

第 7 回 
11/12 

Ⅲ.ミクロ組織のマネジメント（2） 
講義内容：リーダーシップの意義、優れたリーダーと
は  
中間レポート提出（WEB CLASS にて） 

○ 個人ワーク：予習 
優れたリーダーとは何かについて考えよう。 
120 分 

第 8 回 
11/19 

講義内容：臨機応変のリーダー行動、⻑期的視点のリ
ーダー行動 
◎グループワーク：リーダーシップの比較 
 

GW リーダーシップの類型について 120
分 

第 9 回 
11/26 

Ⅳ.組織構造（1） 
講義内容：組織構造のデザイン 

○ 個人ワーク：予習＆復習 
120 分 

第 10 回 
12/3 

Ⅳ.組織構造（2） 
コンティンジェンシー理論 
 

復習 120 分 
 

第 11 回 
12/10 

Ⅴ.コンフリクト・マネジメント-1 
講義内容： コンフリクトとは何か 

○個人ワーク：集団の失敗について学習しよ
う 120 分 

第 12 回 
12/17 

Ⅴ.コンフリクト・マネジメント-2 
講義内容：コンフリクトの解消 

○個人ワーク：ダイバシティ・マネジメント
の現状を調べよう。 
 

第 13 回 
12/24 

Ⅵ.あこがれの経営企画室 
講義内容：組織デザインの基本スタンス、分業及び調
整 

GW プレゼンに向けての準備 120 分 

第 14 回 
1/7 

・GW プレゼン（組織文化とリーダーシップの比較） ○個人ワーク 総括試験に向けて復習 120
分 

第 15 回 
1/21 

・総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG205-
A51 

2.科目名 ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山美佐子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義、視聴覚教材を使用、グループディス
カッション、プレゼンテーション 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
○ 企業がどのような施策を執り、そこで働く社員が具体的に、どのような行動をとること
で、顧客満足を追求しているのかを、実際の企業の取り組み事例から学ぶ。 
【概要】 
● 接客マナーや、電話応対、クレーム応対など、実際に仕事に就いたときに「できる」こ
とをみにつけることと、ホスピタリティマネジメントとして顧客満足度を上げる経営のため
の、視点や思考を身につけることの両立をめざす。 
●新型コロナによるパンデミックによって、「顧客満足」「従業員満足」「サービス」など
の、あり方に変化がある。時代や人が求めるホスピタリティとは何かを考え、時代が変わっ
ても通用するホスピタリティマインドを身につける。 
● 実例は主に視聴覚教材、自らの体験、他者の体験談などから学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディブロマ・ポリシー）の(4)問題発見・解決力、(5)コミュニケ
ーションスキルの学修に関連しています。 
○ 企業活動においても、行政、その他においても、「顧客視点」「顧客目線」が、経済を動
かす基本である。本講義では、「顧客満足の基本」について、顧客・社員・経営など多角的
な視点から学び、真の「ホスピタリティ」とは何かを考察したり、話し合う中で、現状の問
題解決とより高い目標達成をめざす。 
○ 学んだホスピタリティ精神、態度、思考を、学習環境や実習、インターンシップなどに
おいて、行動 

19.教科書・教材 

①適宜、資料を webclass で配布します。 
②感情診断アセスメント（2 回分 1000 円）→授業中に説明します。 
〇毎回パソコンを持参してください。小テストや提出物等を webclass 上で行う場合があり
ます。 

20.参考文献 

「社会人ホスピタリティ 要点チェック＆確認問題」日本ホスピタリティ検定協会編  
「【2020 年度版】ホスピタリティ検定 公式テキスト&問題集」経済法令研究会 
「顧客満足 CS の知識」小野譲司著 日経文庫  
「顧客満足ってどうやるの？」佐藤知恭著 日本経済新聞社 
「ホスピタリティ・マネジメント入門」第 2 版 服部勝人著 丸善 
「カスタマーサクセスとは何か」弘子ラザヴィ著 英治出版 
「ホスピタリティマネジメント」（第 2 版）徳江順一郎 同文舘出版 
「ホテル・ビジネスブック」仲谷秀一他著 中央経済社 
「ホテル・マー 

21.成績評価 
●中間レポート 30% 【学習目標②③④】 
●小テスト 30% 【学習目標①】 
●最終レポート 40％ 【学習目標②③④】 



※それぞれのテーマ・内容については授業内に伝えます。 

22.コメント 

●ホスピタリティの考え方や具体例には、生活の中でも出会うことができます。日頃から、
学習する意識で企業人の行動を観察したり、新聞やビジネス雑誌などで、最新の情報を得て
おきましょう。 
●遅刻・早退・欠席は、自己責任です。抜けた授業内容は自力でキャッチアップすること。 
●授業で扱う研究事例や、内容、学ぶ順番などは、世の中のトレンド、受講者の理解度、そ
の他の理由で、講座内容に変更が生じる場合があります。その場合、授業内、または、
Webclass などでお知らせします。 

23.オフィスアワー 

〇授業内に質疑応答の時間が無かった場合、webclass のメッセージで、授業の内容につい
ての質問に対応します。 
〇授業についての「お知らせ」は、webclass の「お知らせ」または「タイムライン」で案
内します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第 1 回】「ガイダンス」 
●講座の目的と進め方 ・講座参加の留意事項 
●シラバスをベースに、講座の内容、評価方法ほかに
ついて案内する 
【第 2 回】 
●基本姿勢の練習（立ち姿・座り姿・立ち方・座り
方） 
●基本姿勢の説明図を作成する 

シラバス必携 
※この科目専用のノートを 1 冊用意してく
ださい。（B5 以上の大きさのもの） 
 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

【第 3 回】「ホスピタリティの基本」 
●ホスピタリティとは 
●顧客満足（CS）とは何か、全体像を理解する 
【第 4 回】「自己理解」① 
●感情診断アセスメント 
●ホスピタリティ精神の発揮を邪魔するもの 
●グループワーク 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 
●パソコンも毎回持参する。小テストも
webclass 上で行う場合があります。 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

【第 5 回】【第 6 回】 
●クレーム応対の基本 
●アンガーマネジメントの基本とトレーニング。感情
的にならない対応のために。 
●怒りの仕組み 
●怒り感情とは 
●衝動のコントロール、思考のコントロール、行動の
コントロール 
●「べきの違い」の理解とすり合わせ 
●クレーム応対のＮＧ 
※アンガーマネジメントトレーニングのプロセスと結
果は、のちに中間レポートとして提出する（詳細は授
業内で案内します） 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
●アンガーマネジメント診断結果 
●アンガーマネジメント診断結果から、改善
ポイントを見出し、問題解決に向けてトレー
ニングを開始する。 
※のちにレポートにして提出 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

【第 7 回】マナー力アップ 
●第一印象、あいさつ、表情 
●初対面の挨拶「名刺の扱い」と「名刺の渡し方・受
け取り方」 
【第 8 回】ケーススタディ DVD「出会いの瞬間」 
●事例企業「かぶらやグループ」「ホンダクリオ新神
奈川」「オートウェーブ」「神崎屋」他 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
●名刺入れ、または、名刺入れと同じ形状の
代わりになるものを持参する 



【第 9 回】 
【第 10 回】 

【第 9 回】「ホスピタリティの基本」事前期待と顧客
満足度 
●お客様の事前期待と顧客満足度の関係 
●顧客満足の評価基準 
【第 10 回】ケーススタディ DVD「心をくばる、心
を表す」 
 ホスピタリティマインドの表現や行動、考え方か
ら、お客様の感動を呼ぶサービスについて気づく。 
事例企業： 「ホテル志⼾平」「焼肉一番カルビ」「サ
ントアン」「かぶらやグループ」「ＢＡＧＺＹ」 
 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】「自己理解」②・「他者理解」・「他者適
応」 
●DVD より。4 つタイプで自己理解と他者理解を深
める 
●4 タイプ別コミュニケーションの取り方について 
●4 タイプ別コミュニケーションの注意点、のばした
い点 
【第 12 回】グループワーク 
●タイプ別、接客の好み・留意点 
●仕事上の強みと弱み 
●職場でのコミュニケーションのコツ 
 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】マナー力アップ  「言葉づかい」「接客
用語」 
●3 種の敬語 
●ビジネス応対言葉 
●ワンランクアップの言葉づかい 
【第 12 回】ケーススタディ DVD「高め続けるお客
様満足」 
事例企業：「ネッツトヨタ南国」「ザ・リッツカールト
ン大阪」「四国管財」「オオゼキ」  
 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】【第 16 回】マナー力アップ 「電話応対
の基本」① 
※言葉づかい小テスト 
●言葉づかい小テストの振り返りと、解説 
●電話応対の基本、受け方・かけ方 
●電話の取り次ぎ 
※実習 
 

〇タイプ別コミュニケーションについての、
ミニレポート提出（詳細は授業内で案内しま
す） 
●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】マナー力アップ 「電話応対の基本」② 
●電話応対の復習 
●不在電話の対応と処理 
●様々な場面の電話応対 
●就職活動での電話応対の場面トレーニング 
【第 18 回】ケーススタディ：チームワーク① DVD
「全員がお客様係」 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 



●接客担当ではなくとも、社員全員がお客様の方を向
いて行動・仕事をしている企業について学ぶ。 
事例企業 ： 「サントアン」「新和建設」「かぶらや
グループ」「ネッツトヨタ南国」 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

【第 19 回】「ホスピタリティの基本」 
●いい会社とは  
グループディスカッション&プレゼンテーション 
【第 20 回】ケーススタディ：チームワーク② DVD
「心を一つにする」 
●組織が理念の実現に向かってベクトルを合わせるこ
との意義について学ぶ。 
事例企業 ： 「ホンダクリオ新神奈川」「川越胃腸
病院」 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】ステークホルダーとは、 
●誰のために、企業は存在するのか 
●顧客とは誰か 
【第 22 回】「ホスピタリティの基本」 
●従業員満足と顧客満足 
●従業員満足とは何か 

●感情のコントロールのトレーニングについ
てレポートを書く 
●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】【第 24 回】 自分のどんな能力を伸ばす
のか 
ケーススタディ DVD「挑戦！自分を超えろ」 
●企業は人でできている。どのような人材が企業に必
要か、どんな人材が企業を育てるかを考える。 
事例企業：「ナップヘア（美容室）」 
グループディスカッション&プレゼンテーション 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】【第 26 回】 
社員の意識研究 「いい会社をつくりましょう」 
ステークホルダー（広い意味での利害関係者）の視点
を持って学ぶ。 
ケーススタディ ：「伊那食品工業」 
グループワーク：寒天の製造で、確固たるファンを獲
得し、業界トップとなった企業の社員の意識、組織風
土の作り方について学び、「良い会社」と言われる要
因を、分析する。 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
●2 度目のアンガーマネジメント診断受検 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】【第 28 回】総合事例研究 
 日本経営品質大賞に２度も輝いた企業の、ＣＳ・ホ
スピタリティの考え方や実践、行動の定着について考
える。 
ケーススタディ ：「ザ・リッツカールトン大阪」 
グループワーク：ホスピタリティではトップクラスの
企業がどのように、その向上に取り組んでいるのか、
研究し発表する。（グループディスカッション・プレ
ゼンテーション） 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】【第 30 回】  
●学びの総括。 
●気づきの共有と振り返り、または復習 
●最終レポートの評価ポイントと解説 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
〇最終レポート提出 



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG205-
Y51 

2.科目名 ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山美佐子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学科 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、視聴覚教材を使用、グループディス
カッション、プレゼンテーション 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
○ 企業がどのような施策を執り、そこで働く社員が具体的に、どのような行動をとること
で、顧客満足を追求しているのかを、実際の企業の取り組み事例から学ぶ。 
【概要】 
● 接客マナーや、電話応対、クレーム応対など、実際に仕事に就いたときに「できる」こ
とをみにつけることと、ホスピタリティマネジメントとして顧客満足度を上げる経営のため
の、視点や思考を身につけることの両立をめざす。 
●新型コロナによるパンデミックによって、「顧客満足」「従業員満足」「サービス」など
の、あり方に変化がある。時代や人が求めるホスピタリティとは何かを考え、時代が変わっ
ても通用するホスピタリティマインドを身につける。 
● 実例は主に視聴覚教材、自らの体験、他者の体験談などから学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディブロマ・ポリシー）の(4)問題発見・解決力、(5)コミュニケ
ーションスキルの学修に関連しています。 
○ 企業活動においても、行政、その他においても、「顧客視点」「顧客目線」が、経済を動
かす基本である。本講義では、「顧客満足の基本」について、顧客・社員・経営など多角的
な視点から学び、真の「ホスピタリティ」とは何かを考察したり、話し合う中で、現状の問
題解決とより高い目標達成をめざす。 
○ 学んだホスピタリティ精神、態度、思考を、学習環境や実習、インターンシップなどに
おいて、行動 

19.教科書・教材 
①適宜、資料を webclass で配布します。 
②感情診断アセスメント（2 回分 1000 円）→授業中に説明します。 
〇毎回パソコンを持参してください。小テスト等を webclass 上で行う場合があります。 

20.参考文献 

「社会人ホスピタリティ 要点チェック＆確認問題」日本ホスピタリティ検定協会編  
「【2020 年度版】ホスピタリティ検定 公式テキスト&問題集」経済法令研究会 
「顧客満足 CS の知識」小野譲司著 日経文庫  
「顧客満足ってどうやるの？」佐藤知恭著 日本経済新聞社 
「ホスピタリティ・マネジメント入門」第 2 版 服部勝人著 丸善 
「カスタマーサクセスとは何か」弘子ラザヴィ著 英治出版 
「ホスピタリティマネジメント」（第 2 版）徳江順一郎 同文舘出版 
「ホテル・ビジネスブック」仲谷秀一他著 中央経済社 
「ホテル・マー 

21.成績評価 
●中間レポート 30% 【学習目標②③④】 
●小テスト 30% 【学習目標①】 
●最終レポート 40％ 【学習目標②③④】 



※それぞれのテーマ・内容については授業内に伝えます。 

22.コメント 

●ホスピタリティの考え方や具体例には、生活の中でも出会うことができます。日頃から、
学習する意識で企業人の行動を観察したり、新聞やビジネス雑誌などで、最新の情報を得て
おきましょう。 
●遅刻・早退・欠席は、自己責任です。抜けた授業内容は自力でキャッチアップすること。 
●受講者の理解度、世の中のトレンド、その他の理由で、講座内容に変更が生じる場合があ
ります。その場合、授業内、または、Webclass などでお知らせします。 

23.オフィスアワー 

〇授業内に質疑応答の時間が無かった場合、webclass のメッセージで、授業の内容につい
ての質問に対応します。 
〇授業についての「お知らせ」は、webclass の「お知らせ」または「タイムライン」で案
内します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第 1 回】「ガイダンス」 
●講座の目的と進め方 ・講座参加の留意事項 
●シラバスをベースに、講座の内容、評価方法ほかに
ついて案内する 
【第 2 回】 
●基本姿勢の練習（立ち姿・座り姿・立ち方・座り
方） 
●基本姿勢の説明図を作成する 

シラバス必携 
※この科目専用のノートを 1 冊用意してく
ださい。（B5 以上の大きさのもの） 
 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

【第 3 回】「ホスピタリティの基本」 
●ホスピタリティとは 
●顧客満足（CS）とは何か、全体像を理解する 
【第 4 回】「自己理解」① 
●感情診断アセスメント 
●ホスピタリティ精神の発揮を邪魔するもの 
●グループワーク 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 
●パソコンも毎回持参する。小テストも
webclass 上で行う場合があります。 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

【第 5 回】【第 6 回】 
●クレーム応対の基本 
●アンガーマネジメントの基本とトレーニング。感情
的にならない対応のために。 
●怒りの仕組み 
●怒り感情とは 
●衝動のコントロール、思考のコントロール、行動の
コントロール 
●「べきの違い」の理解とすり合わせ 
●クレーム応対のＮＧ 
※アンガーマネジメントトレーニングのプロセスと結
果は、のちに中間レポートとして提出する（詳細は授
業内で案内します） 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
●アンガーマネジメント診断結果 
●アンガーマネジメント診断結果から、改善
ポイントを見出し、問題解決に向けてトレー
ニングを開始する。 
※のちにレポートにして提出 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

【第 7 回】マナー力アップ 
●第一印象、あいさつ、表情 
●初対面の挨拶「名刺の扱い」と「名刺の渡し方・受
け取り方」 
【第 8 回】ケーススタディ DVD「出会いの瞬間」 
●事例企業「かぶらやグループ」「ホンダクリオ新神
奈川」「オートウェーブ」「神崎屋」他 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
●名刺入れ、または、名刺入れと同じ形状の
代わりになるものを持参する 

【第 9 回】 【第 9 回】「ホスピタリティの基本」事前期待と顧客 ●前回までの復習をしておく 



【第 10 回】 満足度 
●お客様の事前期待と顧客満足度の関係 
●顧客満足の評価基準 
【第 10 回】ケーススタディ DVD「心をくばる、心
を表す」 
 ホスピタリティマインドの表現や行動、考え方か
ら、お客様の感動を呼ぶサービスについて気づく。 
事例企業： 「ホテル志⼾平」「焼肉一番カルビ」「サ
ントアン」「かぶらやグループ」「ＢＡＧＺＹ」 
 

●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】「自己理解」②・「他者理解」・「他者適
応」 
●DVD より。4 つタイプで自己理解と他者理解を深
める 
●4 タイプ別コミュニケーションの取り方について 
●4 タイプ別コミュニケーションの注意点、のばした
い点 
【第 12 回】グループワーク 
●タイプ別、接客の好み・留意点 
●仕事上の強みと弱み 
●職場でのコミュニケーションのコツ 
 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】マナー力アップ  「言葉づかい」「接客
用語」 
●3 種の敬語 
●ビジネス応対言葉 
●ワンランクアップの言葉づかい 
【第 12 回】ケーススタディ DVD「高め続けるお客
様満足」 
事例企業：「ネッツトヨタ南国」「ザ・リッツカールト
ン大阪」「四国管財」「オオゼキ」  
 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】【第 16 回】マナー力アップ 「電話応対
の基本」① 
※言葉づかい小テスト 
●言葉づかい小テストの振り返りと、解説 
●電話応対の基本、受け方・かけ方 
●電話の取り次ぎ 
※実習 
 

〇タイプ別コミュニケーションについての、
ミニレポート提出（詳細は授業内で案内しま
す） 
●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】マナー力アップ 「電話応対の基本」② 
●電話応対の復習 
●不在電話の対応と処理 
●様々な場面の電話応対 
●就職活動での電話応対の場面トレーニング 
【第 18 回】ケーススタディ：チームワーク① DVD
「全員がお客様係」 
●接客担当ではなくとも、社員全員がお客様の方を向

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 



いて行動・仕事をしている企業について学ぶ。 
事例企業 ： 「サントアン」「新和建設」「かぶらや
グループ」「ネッツトヨタ南国」 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

【第 19 回】「ホスピタリティの基本」 
●いい会社とは  
グループディスカッション&プレゼンテーション 
【第 20 回】ケーススタディ：チームワーク② DVD
「心を一つにする」 
●組織が理念の実現に向かってベクトルを合わせるこ
との意義について学ぶ。 
事例企業 ： 「ホンダクリオ新神奈川」「川越胃腸
病院」 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】ステークホルダーとは、 
●誰のために、企業は存在するのか 
●顧客とは誰か 
【第 22 回】「ホスピタリティの基本」 
●従業員満足と顧客満足 
●従業員満足とは何か 

●感情のコントロールのトレーニングについ
てレポートを書く 
●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】【第 24 回】 自分のどんな能力を伸ばす
のか 
ケーススタディ DVD「挑戦！自分を超えろ」 
●企業は人でできている。どのような人材が企業に必
要か、どんな人材が企業を育てるかを考える。 
事例企業：「ナップヘア（美容室）」 
グループディスカッション&プレゼンテーション 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】【第 26 回】 
社員の意識研究 「いい会社をつくりましょう」 
ステークホルダー（広い意味での利害関係者）の視点
を持って学ぶ。 
ケーススタディ ：「伊那食品工業」 
グループワーク：寒天の製造で、確固たるファンを獲
得し、業界トップとなった企業の社員の意識、組織風
土の作り方について学び、「良い会社」と言われる要
因を、分析する。 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
●2 度目のアンガーマネジメント診断受検 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】【第 28 回】総合事例研究 
 日本経営品質大賞に２度も輝いた企業の、ＣＳ・ホ
スピタリティの考え方や実践、行動の定着について考
える。 
ケーススタディ ：「ザ・リッツカールトン大阪」 
グループワーク：ホスピタリティではトップクラスの
企業がどのように、その向上に取り組んでいるのか、
研究し発表する。（グループディスカッション・プレ
ゼンテーション） 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】【第 30 回】  
●学びの総括。 
●気づきの共有と振り返り、または復習 
●最終レポートの評価ポイントと解説 
 

●前回までの復習をしておく 
●この科目専用のノートを作り、毎回持参す
る  
〇最終レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG211-
A51 

2.科目名 サービス企画論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 
展開科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■目的 
 サービス企画の基礎について学びます。 
■概要 
 企業が顧客に提供するアウトプットには、形のある「モノ」と、形のない「サービス」と
があります。またサービスにも様々な種類のサービスがあります。サービスの事例をとりあ
げて企業がサービスを提供するために必要となることについて理解を深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力、の学
習に関連しています。 
(1)サービス企画の基礎を理解する。 
(2)各分野のサービスについて、具体例をあげて整理できる。 
(3)整理したことを正確に伝えることができる。 
 

19.教科書・教材 『サービス・マーティング』⿊岩健一郎・浦野寛子、有斐閣（2021 年） 
20.参考文献 必要に応じて提示します。 

21.成績評価 

授業貢献：20% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
発表評価：40% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
総括試験：40％ 学習目標(1)に対応 
３項目全ての最低基準を満足した場合に評価します。 

22.コメント 

・大学での学びは自ら能動的におこなうものです。私の授業方針は「教えない授業」です。
教科書に書かれている説明や事例を、自分で読み込んで、みなさんの経験、知識を総動員し
て理解し、発表することによって力をつけていただきます。 
・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜３限 
センターオフィスアワー：月曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ 
ガイダンス：サービス企画論とは、授業の進め方、評
価方法の説明 

・事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

２ 
個人発表：グループ編成、グループワークの進め方、
発表方法 

・期限までに発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

３ 発表スケジュール確定、グループワーク 
・事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

４ グループ発表：サービスの重要性 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

５ グループ発表：サービスの特性と分類 ・発表があたっているグループは、期限まで



に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

６ グループ発表：モノからサービスへ 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

７ グループ発表：サービス・マーケティング・ミックス 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

８ グループ発表：サービス・エンカウンター 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

９ グループ発表：サービスの品質と顧客満足 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１０ グループ発表：顧客ロイヤルティ 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１１ グループ発表：従業員との関係構築 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１２ グループ発表：サービス・リカバリー 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１３ グループ発表：サービス・デザイン 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１４ グループ発表：サービス・マニュファクチャリング 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１５ 総括試験 別途指示します。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG213-
A01 

2.科目名 マネジメント・サイエンス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 

基幹教育科? / 航空運
送事業分野での実務経
験がある教員による授
業科? 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・ビジネス課題に対する科学的かつ論理的な解決策を導き出すにはどうしていくべきかにつ
いて学修する。 
【概要】 
・この授業では、ビジネスを創造する局面やビジネスを運営する局面で待ち受ける様々な数
的、量的な課題や事象を理解し、科学的かつ論理的な解決策を導き出すために参考になる基
礎的手法を学ぶ。 
・具体的には、科学的な経営を行っていくためのベースとなる、いわゆるオペレーション
ズ・リサーチの各種理論の基礎的な説明と初歩的な例題の解法の解説、ペアワークまたはグ
ループワークで例題を解く形式で授業を進める。 
・マネジメントサイエンスは数的、量的な問題を扱う学問なので、できるだけ数式を減らす
が、説明、解法のために基礎的な数学を使う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP の（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキル、
（６）専門的知識・技術の活用力に関連しています 
学習目標① マネジメントサイエンスとは何かを理解して説明できる 
学習目標② マネジメントサイエンスの各種理論の基礎について理解している 
学習目標③ 提示されたデータについて、マネジメントサイエンスの各種理論の基礎を活用
して、解決策を導き出せる 
学習目標④ 解決策を導き出す過程においてグループディスカッションを実施して、各自の
理解の発表と討論により、よりよいものにまとめることが 

19.教科書・教材 

・「OR のはなし」 改訂版 
       著者   大村 平 
      出版社 日科技連出版社  （2300 円＋税） 
・その他必要に応じ webclass でレジュメを配布または板書します 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

・総括試験（教科書ノート持込可）（15 回目の授業回で実施）50 点 
・課題                      6 点×7 回＝42 点 
・ePF 投稿（個人レポート）                8 点 
 

22.コメント 
 ※授業内容はシラバスの順番や内容を一部変更する場合があります 
 

23.オフィスアワー 
・尼崎 C オフィスアワー 水曜 2 限 
     センター     水曜昼休み 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回
(9/28) 

・オリエンテーション  
  授業の目的と概要、シラバス、成績評価 
  マネジメントサイエンスとは 
 

 

第 2 回
(10/5) 

・需要予測  
  新しい事業を起こす場合には、そのモノやサービ
スにどれくらい 
  需要があるかを科学的に予測する必要がある 
  需要とは何か、考え方を学ぶ 
・需要予測と回帰分析 
  需要予測には、もとになる数値の集まりや関連商
品、過去の販売 
  量など相関関係にある数値から予測することが多
い 
  この場合に元の要因になる数値と結果の数値の関
係を分析する 
  手法が回帰分析である 

 

第 3 回
（10/12) 

レベニューマネジメント 
・需要曲線  
  今の販売手法は需要曲線の考え方を応用し、需要
の強弱に応じて 
  価格を変動させる「ダイナミックプライシング」
が主流になって 
  おり、このようなレベニューマネジメントについ
て見ていく  
・オーバーブッキング 
  またサービス業の一部業種で使われるオーバーブ
ッキングに 
  ついて科学的に見ていく 
 

 

第 4 回
（10/19) 
 

・損益分岐点分析        
  企業の生産活動が持続的に利益を出せるかどうか
の損益分岐点 
  分析を学ぶ 
・予算実績差異分析 
  費用の差異分析や予算と実績の差異の分析につい
て 
 

・課題 

第 5 回
(10/26) 

・製造・販売計画 
  企業の生産活動においては、限られた資源を組み
合わせて、最大 
  の利益を上げねばならない。この場合の最適な解
を求める線形 
  計画法の基礎を学ぶ 

・課題 

第 6 回
(11/2) 

・輸送計画 
  あるモノを複数の生産拠点から消費拠点へ輸送費
が最小になる 

・課題 



  よう送る計算手法について 
 

第 7 回
(11/9) 
 

・組合せ最適化 
  線形計画法の応用、ある制約条件の下で、最適な
数値の組合せを 
  得るための計算手法について 
   （巡回セールスマン問題、クラス分け問題な
ど） 
  
 

 

第 8 回
(11/16) 

・PERT（パート：Program evaluation and review 
technique） 
  作業手順を効果的に計画し、その計画に沿って作
業が進行できる 
  よう管理し、必要に応じて計画を修正するための
計算方法について  
・日程計画 
  最適な複数作業の組合せの日程計画を作成し、ク
リティカルパス 
 （最⻑経路）を見つける手法について 
 

・課題 

第 9 回
(11/30) 
 

・在庫管理① 
 ・在庫管理  
    製品や部品の在庫は販売機会を得るには欠品
は NG だが、在庫 
   のための調達費用や維持費用もかかるので科学
的な管理が必要 
 ・需要が確定的な場合  
   工場のように生産量が予め決まっている場合の
部品の在庫管理 
   の計算手法について 
 

・課題 

第 10 回
(12/7) 

・在庫管理② 
 ・需要が確定的でない場合 
   小売店など、需要が不確定で、在庫の補充が繰
り返し必要な 
   場合の基本の考え方と計算手法について 
 

 

第 11 回
（12/14) 

・待ち行列 
  あるサービスを受ける場合に、窓口に客の列がで
きる状況の 
  モデル化の基礎的な考え方、客の列の⻑さや待ち
時間の分析 
  など 
 

 

第 12 回
（12/21) 

・ランチェスター法則 
  競争相手との紛争状況になった場合の戦略につい
て 

 



   ランチェスター1 次法則 ランチェスター2 次
法則 を 用い 
   検討する 
 

第 13 回
（1/11) 

・ゲームの理論① 
 ・ゼロ和２人ゲーム 
   2 人による取引で予めルールが決まっている場
面で、2 人の取引 
   の合計利得がゼロの場合の戦略の基礎について 
 

・課題 

第 18 回
(1/18) 

・ゲームの理論② 
 ・非ゼロ和 2 人ゲーム 囚人のジレンマ 
   2 人による取引で予めルールが決まっている場
面で、2 人の 
   取引の合計利得がゼロでない場合の戦略の基礎
について 
   囚人のジレンマが発生することについて 
 

 

第 15 回（１
/25) 

・総括試験 
  総括試験と解説 
 

・ePF 投稿 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG302-
M51 

2.科目名 コンプライアンス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本茂樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

どの企業でも重要視されているコンプライアンスですが、法令だけではなく、社会的規範な
どの遵守も求められています。また、最近のコンプライアンス違反事例のとおり、その推進
体制が適切なものでなければ倒産に追い込まれる危険性もあります。授業では、コンプライ
アンスの意味をはじめ、重要性、違反事例から対策方法まで徹底的に解説します。また、個
人としても、コンプライアンスについてのリテラシーがなければ、無知が起こすコンプライ
アンス違反で、とんでもない事態を引き起こすことになります。自分自身を守るために、コ
ンプライアンスの基本を徹底的に理解しましょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

コンプライアンスについて説明できる 
パワハラ・セクハラについて説明できる 
自分自身を守ることについて実践できる 

19.教科書・教材 毎回レジュメを用意します。 
20.参考文献  

21.成績評価 
ノートテイク ５０％ 
中間レポート ２５％ 
期末レポート ２５％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 コンプライアンスとは  
 パワハラについて  
 内部告発者  
 事例 三菱自動車  
 事例 日産自動車  
 事例 スポーツ界  
 バカッター 中間レポート 
 アンガーマネジメント  
 クレーマーの心理と対応  
 カスタマーハラスメント  
 時間外労働  
 自分を守るコンプライアンス  
 新入社員が行いがちな違反事例  
 事例 hyundai  
 最終レポート  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG303-
A51 

2.科目名 顧客満足論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

? 営利・非営利、BtoB・BtoC、IT・非 IT の事業形態を問わず、経営上で非常に重要であ
ると認識されている「顧客満足（CS：Customer Satisfaction）」の基礎について理解し、将
来ビジネス現場における対応力を身につける。 
? 「顧客満足」と同じ CS の略語として従来からあった「Customer Service （顧客サービ
ス）」・「Customer Support （顧客サポート）」、更に最近注目されている「Customer 
Success （顧客の成功）」・「CX：Customer Experience（顧客体験価値）」など、マーケテ
ィングや経営戦略のコンセプトについても取り上げ、分かりやすい事例を中心に「顧客満
足」に関する理解を深める。 
? 具体的には、「Customer Success （顧客の成功）」に焦点を当てて、顧客を成功に導
き、持続的な利益成⻑をもたらす実務者「CSM：カスタマー・サクセス・マネジャー」に求
められるスキルを理解し、身につける。 
? 「顧客満足」は顧客の不満を解決し、問題を解決する「受動的」な顧客対応であるのに
対し、「Customer Success （顧客の成功）」は顧客とともに伴走し、成功へ導く「能動的」
な顧客対応である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

「カスタマー・サクセス・マネジャー」に求められるスキルを理解し、身につけることは、
「問題発見」・「問題解決に向けての広い視野と想像力と行動力」・「コミュニケーション能
力」を養ことに直結している。 

19.教科書・教材 
アシュヴィン・ヴァイドゥヤネイサン／ルーベン・ラバゴ著『カスタマーサクセス・プロフ
ェッショナル』（弘子ラザヴィ訳）英治出版株式会社 
顧客の成功を支え、持続的な利益成⻑をもたらす仕事のすべて 

20.参考文献 講義において都度提示する 

21.成績評価 

■ 講義ノート提出 ･････ 25%  
  「顧客満足論」専用のノート（A4 版）を作成し、毎回の講義ノートを以下の項目に従
って作成する。 
 1) Expectation（予習を通じての講義への期待） 
 2) Summary & Key Words（講義内容のまとめ） 
 3) Reflection & Questions（振り返り：分かったこと、分からなかったこと。よかった
こと、よくなかったこと。） 
 4) アサインメント（宿題） 
■ 発表 ppt 資料の作成 ･････ 20% 
■ 最終確認試験 ･････ 

22.コメント 

講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業におけるマネジメント経
験と、現在行っている日本企業数社におけるビジネス・コンサルテーションをベースに、グ
ローバル・ビジネスの最前線における顧客満足について、具体的な事例研究を交えて講義す
る。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 

イントロダクション：顧客満足とは何
か                                     
本講義で取り上げる学習内容および本講義受講に際し
ての留意事項等に関する解説 

■「顧客満足論」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。 

【第 2 回】 

「顧客（Customer）」とは  
■ 内部顧客（Internal Customer）と外部顧客
（ External Customer） 
■ CRM（ Customer Relationship 
Management）：顧客との⻑期的な信頼関係の構築 

■ 課題：（将来の就職先として）関心のあ
る業界において、「顧客満足度」の向上に積
極的に取り組んでいて、将来成⻑が期待でき
る上場企業 1 社を研究対象企業として選ん
で、その企業概要を調べ、ノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 
「顧客サービス（CS：Customer Service）」・「顧客サ
ポート（CS：Customer Support）」とは何か 

■ 課題：研究対象企業の顧客満足向上の取
り組みについて調べる。（１） 

【第 4 回】 

「顧客の成功（CS：Customer Success）」・「顧客体
験価値（CX：Customer Experience）」とは何か 
■ SaaS（サース）：Software As a Service（サービ
スとしてのソフトウェア） 
■ Subscription（サブスクリプション）：短期から
⻑期契約で商品やサービスが「定額制」で利用 
■ LTV（ Life Time Value 顧客生涯価値）：企業の
⻑期的かつ継続的な利益を測る指標 

■ 課題：研究対象企業の顧客満足向上の取
り組みについて調べる。（２） 

【第 5 回】 

「顧客の成功（CS：Customer Success）」の実現
（１） 
＊（１）〜（８）の授業内容については、追って書き
加える。 

■ 課題：研究対象企業の顧客満足向上の取
り組みについて調べる。（３） 

【第 6 回】 
「顧客の成功（CS：Customer Success）」の実現
（２） 

■ 課題：研究対象企業の顧客満足向上の取
り組みについて調べる。（４） 

【第 7 回】 
「顧客の成功（CS：Customer Success）」の実現
（３） 

■ 課題：研究対象企業の顧客満足向上の取
り組みについて調べる。（５） 

【第 8 回】 
■ 前半講義の振り返り 
■ 研究対象企業の「顧客満足度」向上 ppt 資料作
成 

■ 課題：研究対象企業の「顧客満足度」向
上に対する取り組みについて、PowerPoint
プレゼンテーション資料を作成し、
WebClass に提出する（詳細は講義で指示す
る）。 
■ 第 1 回ノート提出 

【第 9 回】 
「顧客の成功（CS：Customer Success）」の実現
（４） 

■ 研究対象企業のカスタマーサクセスへの
取り組みについて提案する。（１） 

【第 10 回】 「顧客の成功（CS：Customer Success）」の実現
（５） 

■ 研究対象企業のカスタマーサクセスへの
取り組みについて提案する。（２） 

【第 11 回】 
「顧客の成功（CS：Customer Success）」の実現
（６） 

■ 研究対象企業のカスタマーサクセスへの
取り組みについて提案する。（３） 

【第 12 回】 
「顧客の成功（CS：Customer Success）」の実現
（７） 

■ 研究対象企業のカスタマーサクセスへの
取り組みについて提案する。（４） 

【第 13 回】 
■ 後半講義の振り返り 
■ 研究対象企業の「顧客の成功（CS：Customer 
Success）」への提案資料作成 

■ 研究対象企業のカスタマーサクセス取り
組みへの提案をまとめる。 

【第 14 回】 最終確認試験 ■ 第 2 回ノート提出 
【第 15 回】 講義の総括・振り返り ■ 授業アンケート 



■ E ポートフォリオへの振り返り投稿 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG303-
M51 

2.科目名 顧客満足論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本茂樹 

5.授業科目の区分 機関科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

営利、非営利を問わず、経営上で非常に重要であると認識されている「顧客満足」の基礎を
学びます。 
いかに顧客の心をつかみ TPO に応じた対応ができるか。単に良い商品・サービスを提供す
ることではなく、顧客の「問題」を解決するかが重要です。 
講義では、分かりやすい事例を中心に「顧客満足」のエッセンスをマスターします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学科の教育目標 組織・経営の理解と戦略的マネジメントの実践 
心豊かな世界市⺠になる（多様性理解）（共感的態度） 
 

19.教科書・教材 毎回レジュメを用意します。 

20.参考文献 

顧客満足のすべてが面白いほどわかる本 金綱潤 中経出版 ２００８年１１月 
あなたが創る顧客満足 佐藤知恭 日経ビジネス文庫 ２０００年１１月 
顧客満足ってなあに？ 佐藤知恭 日本経済新聞社 １９９２年６月 
リッツ・カールトンで育まれたホスピタリティノート 高野登 かんき出版 ２０１０年７
月 
リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間 高野登 かんき出版 ２００５年
９月 
絆が生まれる瞬間 ホスピタリティの舞台づくり 高野登 かんき出版 ２００８年１２月 
リッツ・カールトンで学んだ仕事でいちばん大事な 

21.成績評価 
ノートテイク   50% 
中間レポート  25% 
最終レポート  25% 

22.コメント 
「顧客満足」を学ぶことは、人とのコミュニケーションを学ぶことでもあります。しっかり
学んで日常生活にも活かして欲しいと思います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 顧客満足とは何か /コミュニケーション能力を磨く  
 顧客目線で考える/購買意欲を換気させる  
 総合力で取り組む/顧客満足を決める３つの視点  
 環境の変化を読み取る/成⻑企業の考え方  

 商品・サービスの価格の決め方/「品質満足」とは 
◯アサインメント１：顧客の気持ちをつかむ
ために何をするべきか(400 文字程度：60
分） 

 商品・サービスの価格の決め方/「品質満足」とは  
 「サービス満足」とは/顧客に合わせた対応  
 ライフスタイルの提案をする  

 自社の「思い」と顧客の「期待」/期待感と満足度の
関係 

◯アサインメント２：「割に合わない」につ
いて(400 文字程度：60 分） 



 「満足」を勝ち取る/数値目標の設定  

 顧客の声を聞く/アンケート調査を「顧客満足」向上
に直結させる 

 

 クレームについて  
 顧客の要求を肌で感じる/不満・クレームは宝の山  

 
サービスとホスピタリティの違い/顧客接点のマネジ
メント力 

 

 最終レポート  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG303-
y51 

2.科目名 顧客満足論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本茂樹 

5.授業科目の区分 
 
機関科目 

6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 
 
３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
講義 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

営利、非営利を問わず、経営上で非常に重要であると認識されている「顧客満足」の基礎を
学びます。 
いかに顧客の心をつかみ TPO に応じた対応ができるか。単に良い商品・サービスを提供す
ることではなく、顧客の「問題」を解決するかが重要です。 
講義では、分かりやすい事例を中心に「顧客満足」のエッセンスをマスターします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学科の教育目標 組織・経営の理解と戦略的マネジメントの実践 
心豊かな世界市⺠になる（多様性理解）（共感的態度） 

19.教科書・教材 毎回レジュメを用意します。 

20.参考文献 

顧客満足のすべてが面白いほどわかる本 金綱潤 中経出版 ２００８年１１月 
あなたが創る顧客満足 佐藤知恭 日経ビジネス文庫 ２０００年１１月 
顧客満足ってなあに？ 佐藤知恭 日本経済新聞社 １９９２年６月 
リッツ・カールトンで育まれたホスピタリティノート 高野登 かんき出版 ２０１０年７
月 
リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間 高野登 かんき出版 ２００５年
９月 
絆が生まれる瞬間 ホスピタリティの舞台づくり 高野登 かんき出版 ２００８年１２月 
リッツ・カールトンで学んだ仕事でいちばん大事な 

21.成績評価 
ノートテイク   50% 
中間レポート  25% 
最終レポート  25% 

22.コメント 
「顧客満足」を学ぶことは、人とのコミュニケーションを学ぶことでもあります。しっかり
学んで日常生活にも活かして欲しいと思います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 顧客満足とは何か /コミュニケーション能力を磨く  
 顧客目線で考える/購買意欲を換気させる  
 総合力で取り組む/顧客満足を決める３つの視点  
 環境の変化を読み取る/成⻑企業の考え方  

 商品・サービスの価格の決め方/「品質満足」とは 
◯アサインメント１：顧客の気持ちをつかむ
ために何をするべきか(400 文字程度：60
分） 

 商品・サービスの価格の決め方/「品質満足」とは  
 「サービス満足」とは/顧客に合わせた対応  
 ライフスタイルの提案をする  
 自社の「思い」と顧客の「期待」/期待感と満足度の ◯アサインメント２：「割に合わない」につ



関係 いて(400 文字程度：60 分） 
 「満足」を勝ち取る/数値目標の設定  

 
顧客の声を聞く/アンケート調査を「顧客満足」向上
に直結させる  

 クレームについて  
 顧客の要求を肌で感じる/不満・クレームは宝の山  

 サービスとホスピタリティの違い/顧客接点のマネジ
メント力 

 

 最終レポート  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MOR101-
Y51 

2.科目名 生命と倫理 （教職 1 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では生命倫理学の諸問題を扱い、生命倫理学の中心的な概念である「自己決定権」
（自分のことは自分で決める権利があるという考え方）についての理解を深めることを目的
とします。生命倫理学は人間の生命の始まりや終わりをめぐる諸問題にかかわり、あらため
て「人間とは何か」という問題について再考を迫ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の 2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。3.多様な価値観
を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。と S1.修得した知識・技能
を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力。の学修に関連しています。 
①授業で取り上げられた問題と議論の内容を理解し、それを文章によって表現できる。 
②これに対する自分の意見を表明できる。 
③主体的、批判的な思考態度を身につける。 

19.教科書・教材 毎回、資料を配布し、WebClass で公開します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 適宜、授業中に紹介します。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次の通りです。 
総括試験（学期末）50 点（学習目標①に対応）  
小レポート（毎回授業終了後 WebClass から提出）50 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント 
できれば毎日、新聞などに目を通して、世の中で起こっていることに関心を持ってくださ
い。 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜 2 限目 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 生命倫理とは何か 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 2 回】 生命倫理の歴史 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 3 回】 自己決定権について 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ



い。 

【第 4 回】 インフォームド・コンセントの概念 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 5 回】 インフォームド・コンセントと日本社会 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 6 回】 人工妊娠中絶をめぐって(1) 日本の状況 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 7 回】 人工妊娠中絶をめぐって(2) アメリカでの議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 8 回】 優生思想とは何か 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 9 回】 パーソン論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 10 回】 脳死・臓器移植の諸問題（１） 脳死とは 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 11 回】 
脳死・臓器移植の諸問題（２） 日本の（旧）臓器移
植法の特徴 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ



い。 

【第 12 回】 
脳死・臓器移植の諸問題（３） 臓器移植法改正をめ
ぐる議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 13 回】 脳死・臓器移植の諸問題（４） どの法案を選ぶか 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 14 回】 安楽死・尊厳死をめぐる議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：これまでの授業の内容を確認
しておいてください。 

【第 15 回】 まとめと振り返り 総括試験 
復習：これまでの授業の内容を振り返ってみ
てください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MOR101-
a51 

2.科目名 生命と倫理 (遠隔 ※神⼾山手 C 発信） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では生命倫理学の諸問題を扱い、生命倫理学の中心的な概念である「自己決定権」
（自分のことは自分で決める権利があるという考え方）についての理解を深めることを目的
とします。生命倫理学は人間の生命の始まりや終わりをめぐる諸問題にかかわり、あらため
て「人間とは何か」という問題について再考を迫ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の 2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。3.多様な価値観
を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。と S1.修得した知識・技能
を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力。の学修に関連しています。 
①授業で取り上げられた問題と議論の内容を理解し、それを文章によって表現できる。 
②これに対する自分の意見を表明できる。 
③主体的、批判的な思考態度を身につける。 

19.教科書・教材 毎回、資料を配布し、WebClass で公開します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 適宜、授業中に紹介します。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次の通りです。 
総括試験（学期末）50 点（学習目標①に対応）  
小レポート（毎回授業終了後 WebClass から提出）50 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント 
できれば毎日、新聞などに目を通して、世の中で起こっていることに関心を持ってくださ
い。 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜 2 限目 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 生命倫理とは何か 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 2 回】 生命倫理の歴史 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 3 回】 自己決定権について 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ



い。 

【第 4 回】 インフォームド・コンセントの概念 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 5 回】 インフォームド・コンセントと日本社会 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 6 回】 人工妊娠中絶をめぐって(1) 日本の状況 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 7 回】 人工妊娠中絶をめぐって(2) アメリカでの議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 8 回】 優生思想とは何か 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 9 回】 パーソン論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 10 回】 脳死・臓器移植の諸問題（１） 脳死とは 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 11 回】 
脳死・臓器移植の諸問題（２） 日本の（旧）臓器移
植法の特徴 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ



い。 

【第 12 回】 
脳死・臓器移植の諸問題（３） 臓器移植法改正をめ
ぐる議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 13 回】 脳死・臓器移植の諸問題（４） どの法案を選ぶか 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 14 回】 安楽死・尊厳死をめぐる議論 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：これまでの授業の内容を確認
しておいてください。 

【第 15 回】 まとめと振り返り 総括試験 
復習：これまでの授業の内容を振り返ってみ
てください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK102-
Y51 

2.科目名 マーケティング論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、「マーケティング」についての基礎的な理論を把握したうえで、観光産業
における具体的な事例を交えながら、観光ビジネスを理解することを目的としています。 
【概要】 
 新たなビジネスモデルの登場で旧来の大手旅行代理店の優位性が崩れつつあるほか、地域
発展を目指した「観光による地方創生」の効果が期待されることなど、時代の変化による
様々な要因を背景に消費者の旅行需要も変化しつつあります。これら多種多様な顧客ニーズ
を的確に捉え、顧客満足を最大化し、観光産業を発展させるためには「マーケティング」の
発想が欠かせません。 
 講義ではマーケティングの様々な機能を学び、ディスカッションを行います。その上で学
んだことを活用してグループまたは個人発表を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① マーケティングの基礎を理解し、説明出来るようになる。 
② 観光マーケティングの基礎的な理論を習得し、その役割や重要性を理解したうえで、 
  旅行業の企業活動を経済的価値の観点で説明出来るようになる。 
③ 観光事業について概略を理解し、社会との関わりの中でどのような役割を果たして 
  社会的価値を与えるかを提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）  問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 

森下晶美 編著 島川崇 徳江順一郎 宮崎裕二 『新版 観光マーケティング入門』（同友館） 
ISBN 9784496052064 
石井淳蔵・廣田章光『1 からのマーケティング』第 3 版 （碩学舎） ISBN-978-
4502665509 
須藤 廣『よくわかる観光コミュニケーション論 』（ミネルヴァ書房）ISBN
 9784623091874 

21.成績評価 

リアクションペーパー20％                      【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト 40％                      【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】  
ルーブリックを用いて評価します   
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと 



課題提出は Web ク 

22.コメント 

各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークが発生した場合、交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 授業概要の説明   
・マーケティングとは 

シラバスの確認 

2 回目 
ニーズとウォンツ 
・マーケティングの基礎となるニーズ、ウォンツの違
いや重要性 

ニーズとウォンツの復習 

3 回目 
マーケティングの定義とマーケティングミックス   
・ニーズ・ウォンツ・需要の違い 

マーケティングミックスの復習 

4 回目 
事業と商品のポジショニング 
・お客様とは STP・ポジショニングマップの復習 

5 回目 
購買行動プロセス 
・人はどのようなプロセスを経て商品を購入するのか
" 

カスタマージャーニーの復習 
 

6 回目 
旅行商品の流通 
・旅行商品がたどるお客様に届くまで" 

チャネルと OTA の復習 
 

7 回目 前半リフレクション 
前半確認テスト 

前半の振り返り 
 

8 回目 
価格戦略 
・コスト・リーダーシップ戦略、スケールメリット
(規模の経済) 

ポジションと競争戦略の復習 
 

9 回目 マーケティング環境分析 
・SWOT 分析 

環境分析の復習 

10 回目 
製品・サービス戦略 
・PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメン
ト) 

PPM とライフサイクルの復習 

11 回目 
プロモーションの種類 
・ プッシュ戦略・プル戦略 

プロモーションミックスの復習 

12 回目 
ブランド構築のプロセス 
・ブランド・アイデンティティ、デ・マーケティング 

ブランディングとマーケティングの違いの復
習 

13 回目 
消費者心理 
・リレーションシップ・マーケティング CRM 戦略の復習 

14 回目 後半リフレクション 
・後半確認テスト 

発表準備 

15 回目 全体振り返りとなるレポート提出 
・レポート作成 

発表準備 レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK201-
M51 

2.科目名 マーケティングリサーチ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 ビジネス統計学が履修済みであること。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
履修希望者が 30 名を超える場合には抽選をして、第 1 講目に履修登録者を確定する。履修
を希望する場合は、必ず第 1 講目に出席すること。欠席した場合は履修できないことがある
ので、注意すること。 

17.授業の目的と概要 

マーケティングリサーチでは、マーケティングに関するテーマを設定し、質問紙調査を中心
にマーケティング思考法をベースに定量的調査(質問紙調査）の理論を学び、演習形式によ
って身につける。 
データ分析に関しては、統計ソフト SPSS を活用し、最も基本となる２変数の関連を調べる
方法をひと通り学習する。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①「調査企画書作成」、「調査票設計」、「調査の実施」、「データ分析」、「報告書作成」、「プレ
ゼンテーション資料の作成」、「プレゼンテーション」の一連の過程を経験することによっ
て、各自が自ら定量的調査を実施できるようにする。 
②データ分析に関しては、２変数の関連を調べる３つの方法（クロス集計、平均値の比較、
相関分析）を習得する。 

19.教科書・教材 必要に応じて、随時、補足資料を配布する。 

20.参考文献 
石村貞夫・石村光資郎 『ＳＰＳＳにおける統計処理の手順 第 6 版』 東京図書 
小塩真司「SPSS と Amos による心理･調査データ解析---因子分析・共分散構造分析まで」
東京図書 

21.成績評価 

各回の課題レポート×5 つ：50% 学習目標①②に対応(評価点 30%以上が合格最低ライン) 
復習課題レポート：         10％ 学習目標①に対応(評価点 6%以上が合格最低ライン) 
最終課題レポート：    40% 学習目標①に対応(評価点 24%以上が合格最低ライン) 
 なお、科目の合格基準は、3 つのレポートの評価点合計が、60％以上である。 

22.コメント 
卒論などで調査をしてみたい、将来、マーケティング関係の仕事に尽きたいといった人たち
は、是非、履修して下さい。調査テーマを決め、質問紙作成、データ分析、報告書作成まで
の一連の過程を経験することにより、調査のスキルを習得することができます。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
[SA] 

オリエンテーションー履修者を確定したのち、マーケ
ティングの科目特性、先修条件、授業内容（授業計
画）、評価方法などについて説明する。 

○練習用の質問紙を行い、質的変数と量的変
数について予習する。（120 分） 

【第 2 回】
[SA] 

変数と仮説ー４つの尺度、質的変数、量的変数、およ
び仮説について理解する。〔ＳＡ〕 

○今回学習したキーワードの再確認確を行
い、知識の定着化をはかる。（120 分） 
 

【第 3 回】
[SA] 

質問紙、データの配布・変換。また、ＳＰＳＳによっ
て、単純集計を行う。 
〔ＳＡ〕 

○単純集計の結果を考察し、文章化する。
（120 分） 

【第 4 回】
[SA] 

クロス集計の方法、χ2 乗検定について理解し、「統
計的に有意」ということを学習する。〔ＳＡ〕 

○クロス集計の分析方法と χ2 乗検定につ
いて復習する。（120 分） 



【第 5 回】
[SA] 

クロス集計の出力結果の読み方、記述の仕方、値の再
割り当てなどについて学習する。〔ＳＡ〕 

○クロス集計の結果の見方を確認し、文章化
する。（120 分） 

【第 6 回】
[SA] 

宿題の解説、平均値の比較の方法、独立したサンプル
のｔ検定を習得する。〔ＳＡ〕 

 ○独立したサンプルの平均値の差の検定を
復習する。（120 分） 

【第 7 回】
[SA] 

平均値の比較（続）、出力結果の読み方、記述の仕
方、対応のあるサンプルのｔ検定について学習する。 
〔ＳＡ〕 

○対応のあるサンプルの平均値の差の検定を
復習する。（120 分） 

【第 8 回】
[SA] 連続変数のカテゴリ化の方法を習得する。〔ＳＡ〕 

○カテゴリ化の課題を遂行する。（120 分） 
 

【第 9 回】
[SA] 

課題の解説、相関分析の方法を習得する。〔ＳＡ〕 
 

○相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

【第 10 回】
[SA] 

相関分析（続）、出力結果の読み方、記述の仕方など
について学習する。   
〔ＳＡ〕 

○相関分析の出力結果を文章化する。（120
分） 

【第 11 回】
[SA] 

分析結果の要約の仕方を、エクセルを用いて学習す
る。〔ＳＡ〕 

○相関分析の結果をエクセルで編集する。
（120 分） 

【第 12 回】
[SA] 

まとめと補足ークロス集計、平均値の差の検定、相関
分析の使い分けができるようにする。〔ＳＡ〕 
 

○今までに学習した 3 つの分析方法が使い
分けられるようにその特徴を再確認する。
（120 分） 

【第 13 回】
[SA] 

分析データを配布し、レポート課題について説明す
る。〔ＳＡ〕 
【中間レポートの提出】 

○分析データより、分析の視点を明確にす
る。（180 分） 
 

【第 14 回】
[SA] 

ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使してレポート課題
に取り組む。〔ＳＡ〕 

○分析結果をレポートにまとめる。（180
分） 

【第 15 回】
[SA] 

ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使してレポート課題
に取り組み、提出する。〔ＳＡ〕 
   授業アンケートを実施する。 
【最終レポートの提出】 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK203-
Y51 

2.科目名 消費者心理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は生涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人生およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で生じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で生じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 

20.参考文献 経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学 改訂版 山口裕幸ら著 有斐閣 
サクッとわかるビジネス教養行動経済学 阿部誠監修 新星出版社 

21.成績評価 
1．各回のミニレポート×14 回＝60％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：40％（学習目標の①②③④に対応） 
 

22.コメント 
※前日までに次回のレジュメ(ppt の穴抜き)を webclass に用意します。 
 レジュメは授業前に印刷をしておいてください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ガイダンス：産業・組織心理学とは  
第 2 回 説得における態度とは何か、説得の影響力  

第 3 回 
 
社会的証明とネットレビューの心理学 

 

第 4 回 ネガティブポイントをポジティブに見せる方法  
第 5 回 承諾を得やすくするためのユニットアスキング  
第 6 回 説得時における数字の効果  
第 7 回 従業員のモチベーションを高める心理学  
第 8 回 職場のコミュニケーション  
第 9 回 特典付加の心理学  



第 10 回 広告・マーケティング①  
第 11 回 広告・マーケティング②  
第 12 回 心理的財布と支払い  
第 13 回 苦情行動・クレーマー  
第 14 回 ラストシーンの心理学  
第 15 回 到達度確認テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK205-
Y81 

2.科目名 プロジェクトマネジメント論 3.単位数 1 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 

専門科目/国際ビジネス
分野におけるプロジェ
クトマネージャーの実
務経験を持つ教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全専攻 9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

経営学概論、経済学概論、発想法、マーケ
ティングを履修済みであること。ただし、
2020 年度以前の入学生については、発想
法の履修済みであることを条件としませ
ん。 
思考法、ビジネスモデルデザイン、マーケ
ットリサーチ、ビジネスモデツアセスメン
トを併せて履修することを推奨します。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
アクティブラーニング導入科目（ディスカ
ッション、発表） 

16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】ビジネスはもちろんノンプロフィット活動においても、一人で目標を達成すること
は難しく、大きな目標から身近な小さな目標まで、プロジェクト化することが必ず求められ
ます。 
目標達成に必要な資金やメンバーなどの資源をどう確保するのか、目標達成に至る過程でど
のようなリスクがあるのか、ステークホルダーは誰なのか、どのように組織をつくり、まと
め、動かしていくのか、どのような工程と予算を作り、管理していくのかなど、プロジェク
トのマネジメント（管理）業務は他分野に及びます。こうしたプロジェクトの管理運営をし
ていくリーダーがプロジェクト・マネージャーです。 
本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的な知識とスキルを身につけることを
目的としています。 
【概要】講義と個人ワーク、そしてディスカッションやブレーンストーミングなどのグルー
プワークを組み合わせたワークショップ形式で授業を進め、実践的なスキルを身につけても
らいたいと考えています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(4）問題発見・解決力、 (5) コミュ
ニケーションスキル、 (6) 専門的知識・技能の活用力に対応しています。 
この授業の学習目標は、次の通りです。 
①プロジェクトおよびプロジェクトマネジメントについて理解し、説明することができる。 
②プロジェクトの企画、実行・管理、終了を行うことができる。 
③リーダーシップ及びチームビルディングについてのスキルを習得し、実践することができ
る。 
④グループディスカッション、ブレーンストーミングを効率よく効果的に行うこと 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 
・「プロジェクトマネジメント」実践講座/2017/日本実業出版社/伊藤 大輔 
・Project Management 進化論 クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント/ 2022/
プレジデント社/後藤 智博, 渡瀬 智, ⻄郷 智史 



 

21.成績評価 

課題①プロジェクト調査…10％（ルーブリックによる評価）【学習目標の①に対応】 
課題②達成目標の設定…10％（ルーブリックによる評価）【学習目標の①に対応】 
課題③工程表とコスト計画の作成…15％（ルーブリックによる評価）【学習目標の②、③、
④に対応】 
課題④予備調査計画の立案…15％（ルーブリックによる評価）【学習目標の②、③、④に対
応】 
課題⑤リスクリストとステイクホルダーリストの作成…20％（ルーブリックによる評価）
【学習目標②、③、④に対応】 
課題⑥課題解決策の作成…20％（ルーブリックによる評価 

22.コメント 

・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 
・授業内での個人ワーク、ディスカッション、ブレーンストーミングを行います。 
・ノート、筆記用具、PC は必ず持参して下さい。 
・理解するのが難しい場合は、遠慮せずに質問して下さい。また、OH も活用して下さい。 

23.オフィスアワー 木曜日 4 限目、5 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

《イントロダクション》 
授業計画、評価方法、評価基準等について説明しま
す。 
《ブロック１》プロジェクトマネジメントとは 
①講義：プロジェクトの意味、プロジェクトマネジメ
ントの目的、プロセス、必要とされる知識やスキルに
ついて、現実のビジネスシーンでのプロジェクトマネ
ジメントの実例を交えて説明します。 
②個人ワーク：プロジェクトを一つ取り上げ、そのプ
ロジェクトの概要をまとめます。 

【課題①】 
プロジェクトを一つ取り上げ、そのプロジェ
クトの概要をまとめて下さい。（個人ワー
ク） 

【第 2 回】 

《ブロック１》プロジェクトマネジメントとは 
①講義：プロジェクトマネジメントは何か、プロジェ
クトマネジメントの 3 つの視点（目標設定、計画、
実行）、プロジェクトに立ちはだかる 3 つの壁、ステ
ークホルダーとは？などについて、現実のビジネスシ
ーンでのプロジェクトマネジメントの実例を交えて説
明します。  
②ディスカッション：各自調たプロジェクト（課題
①）について発表し、意見交換します。 

 

【第 3 回】 

《ブロック 2》Initiating と Planning（開始と企画） 
①講義：Initiating 
目標設定、逆算試行（制約思考を軽減、修正力、チー
ムオーガナイズなど）、ステークホルダーの特定とマ
ネジメントなど、プロジェクトの準備段階に行うべき
ことを学びます。 
 

 

【第 4 回】 

《ブロック 2》Initiating と Planning（開始と企画） 
①講義：Planning 
到達目標の明確化と優先順位付け、目標達成の要素の
把握 （WBS）、工程表の作成、コスト計画の策定な
どを学びます。 

【課題②】 
達成目標を設定してみよう。（個人ワーク） 



②個人ワーク：身近な達成目標を設定してみましょ
う。 
③ディスカッション：達成目標を発表し、グループデ
ィスカッションで意見交換します。 

【第 5 回】 
《ブロック 2》Initiating と Planning（開始と企画） 
①個人ワーク：Planning 
工程表とコスト計画を作成します。 

【課題③】 
工程表とコスト計画を作成します。（個人ワ
ーク） 

【第 6 回】 

《ブロック 3》予備調査 
①講義：目標達成のためには、何を知っておくべきか
（課題の発見）、どのようなデータが必要か（データ
収集）、どのような調査方法（定量調査と定性調査）
が適切かについて考察します。 
 

 

【第 7 回】 

《ブロック 3》予備調査 
①個人ワーク：調査項目、調査方法を明確化します。 
②グループワーク：それぞれの調査項目、調査方法を
発表し、ディスカッションを通じてインプルーブしま
す。 
 

【課題④】 
調査計画を作成します。（個人ワーク） 

【第 8 回】 

《ブロック 3》予備調査 
①個人ワーク：オープンデータを活用し予備調査を行
います。 
②グループワーク：それぞれの調査結果を発表し、デ
ィスカッションを通じて課題を発見します。 

 

【第 9 回】 

《ブロック 4》Executing & Monitoring and 
Controlling（実行と管理） 
①講義：実行段階に求められる、進捗管理、リスク管
理など様々な管理（マネジメント）事項とモニタリン
グ、PDCA サイクルについて学びます。 
 

 

【第 10 回】 

《ブロック 4》Executing & Monitoring and 
Controlling（実行と管理） 
①個人ワーク：それぞれの目標達成過程でのリスクの
洗い出しとステークホルダーの明確化を行います。 
②グループワーク：それぞれのリスクとステークホル
ダーを発表し、ディスカッションを通じてインプルー
ブします。 

【課題⑤】 
リスクリストとステークホルダーリストを作
成します。（個人ワーク） 

【第 11 回】 

《ブロック 4》Executing & Monitoring and 
Controlling（実行と管理） 
①講義：リダーシップとは？チームビルディングと
は？役割分担の方法などもっとも難しく重要なヒュー
マンリソース・マネジメントの考え方について学びま
す。 

 

【第 12 回】 

《ブロック 4》Executing & Monitoring and 
Controlling（実行と管理） 
①グループワーク：フリライダーを出さない組織運営
について、ディスカッションし、具体的な方策やリー
ダーとしての考え方、行動を考えます。 

 



【第 13 回】 

《ブロック 4》Executing & Monitoring and 
Controlling（実行と管理） 
①発表と評価：フリライダーを出さない組織運営につ
いての具体的な方策やリーダーとしての考え方、行動
をまとめ発表し、相互評価します。 

【課題⑥】 
フリライダーを出さないための具体的方策に
ついてまとめ発表します。（グループワー
ク） 

【第 14 回】 

《ブロック 5》Closing（完了） 
①講義：結果分析、結果報告、利益分配などプロジェ
クトの完了時になすべきことを学びます。時には撤退
や失敗に終わることもあるプロジェクトの官僚の方法
についても学びます。 

 

【第 15 回】 
《ブロック 6》リフレクション 
①個人ワーク：今回の授業を通じての気づき等につい
てレポートを作成し、発表します。 

【課題⑦】 
リフレクション・レポートの作成と発表 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK208-
Y51 

2.科目名 プロダクトデザイン実践演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希、永井純一 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学専攻、データサイエンス専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 機材の都合で履修人数を制限することがあります。必ず初回の授業に出席してください 

17.授業の目的と概要 

【目的】本講義の目的は映像作品の制作を通じて、リサーチ力とプレゼンテーション能力を
高めることである。 
【概要】具体的には PR を目的としたショートムービーの作成を行う。与えられたテーマに
従って、クライアントの解決したい課題を明確にし、要望に沿った動画を作ることで、情報
社会に適したコミュニケーションスキルを磨く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）
専門的知識・技能の活用力 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①インタビューによってクライアントの抱える問題を明らかにし、要望をまとめることがで
きる。 
②アイデアを企画書にまとめることができる。 
③撮影と編集を経て、適切な映像によるプレゼンテーションができる。 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します 
20.参考文献 授業内で適宜紹介します 

21.成績評価 

調査のまとめ 20％ 
企画書の提出 20％ 
制作物の提出 40％ 
試写会のコメント 10%×2 

22.コメント 授業外での作業が多いので、積極的に取り組むようにしてください 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 3 限  学修支援センター：木曜昼休み（永井） 
個人研究室：⽕曜 4 限  学習支援センター：木曜 3 限（真鍋） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 はじめに 
授業の流れについて 

授業内容の復習 

2 ［講義］さまざまな映像によるコミュニケーション 授業内容の復習 
3 ［ワーク］聞き取り調査 調査項目を考える、聞き取りを実施する 
4 ［ワーク］聞き取り調査 調査のまとめを提出する 
5 ［ワーク］企画書の作成 企画書を検討する 
6 ［ワーク］企画書の作成 企画書を提出する 
7 ［ワーク］撮影・編集のレクチャー クライアントの映像を撮影する 

8 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

9 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

10 ［ワーク］撮影・編集 
編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

11 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 



追加の映像を撮影する 
12 ［ワーク］試写会 振り返りシートを提出する 

13 ［ワーク］撮影・編集 
編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

14 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

15 ［ワーク］試写会 振り返りシートを提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK301-
M51 

2.科目名 アジアマーケティング論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 共通選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 制限なし 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 「マーケティング」の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

世界中がアジア市場に注目しているのは周知のとおりであり、日本からも様々な企業がアジ
ア市場の開拓に着手している。とはいえ、アジアは広く、そして深い。いくつもの国、⺠
族、宗教が存在し、気候や文化が違う。また、経済水準や消費パターンも異なる。差異を見
れば数え切りないほど存在し、各国市場の全体像をキャッチするのは大変難しい。一方、共
通性もある。アジア市場の「多様性」と「共通性」を把握するのは本講義の目的である。こ
の講義のでは、アジアの国々でビジネスを展開している日系企業のケーススタディを通し
て，グローバルマーケティングの基礎を学習していく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・グローバルマーケティングの基礎を理解し、応用できる 
・アジアの主要な国や地域の市場特性を理解できる 
・アジアの国や地域にあうビジネス提案ができる 

19.教科書・教材 適宜資料配布。 

20.参考文献 

・『アジア・マーケティングをここから始めよう。」博報堂アジア生活研究プロジェクト著、
PHP 研究所。 
・『日本企業のグローバル・マーケティング』大石芳裕、白桃書房。 
・『1 からのマーケティング』中央経済社。 

21.成績評価 

ワークシート：30％ 
プレゼンテーション：40％（中間 10％+期末 30％） 
期末レポート：30％  
合格ライン：60％ 

22.コメント アジアの国々について関心を持ち、特に若者の消費行動について情報収集をしてみよう。 

23.オフィスアワー 
秋学期：  
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 
講義内容：講義概要、学習目標、評価方法等 
     グループ分け＆分担確定 
WS1 ○○国概要 
 

PC 持参 

第 2 回 
第 1 章 マーケティングの基本（1） 
講義内容：1 年次秋に勉強したマーケティングの復習
（1） 

○マーケティングの復習（1-2 章）（120
分） 
・PC 持参 

第 3 回 第 1 章 マーケティングの基本（2） ・PC 持参 



講義内容：学生による講義と補足説明 ○マーケティングの復習（3-4 章）（120
分） 

第 4 回 

第 1 章 マーケティングの基本（3） 
講義内容：学生による講義と補足説明 
DVD:ユニクロ（前半、バングラディッシュ） 
 

・PC 持参 
◎マーケティングの復習（5-6 章）（120
分） 
WS2：ユニクロについて 

第 5 回 
第 1 章 マーケティングの基本（4) 
講義内容：学生による講義と補足説明 
DVD「ユニクロ（ロシア）」（後半） 

・PC 持参 
◎マーケティングの復習（7-9 章）（120
分） 

第 6 回 
プレゼン 1 アジア各国の概況＆若者の消費文化 
 

・PC 持参 
○プレゼン資料 1 を見直し、提出（120 分） 
 

第 7 回 第 3 章 グローバル文化環境 
講義内容：インドネシアにおけるグリコ 

○復習（60 分） 
 

第 8 回 
第 4 章 教育サービスの海外展開（1） 
講義内容：KUMON のアジア進出 

 

第 9 回 
第 4 章 教育サービスの海外展開（2） 
講義内容：なぜサービス企業が国際化できるのか 

○WS3（90 分） 

第 10 回 
第 5 章 グローバル製品戦略 
講義内容：中国におけるダイキンの製品戦略 

○WS4（60 分） 
○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 11 回 
第 6 章 グローバル製品戦略（2） 
講義内容：GW 

○WS5（60 分） 
○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 12 回 第 7 章 グローバル市場調査（１） 
講義内容：インドのインスタントヌードル市場 

○WS6（90 分） 
○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 13 回 
第 7 章 グローバル市場調査（2） 
講義内容： 

○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 14 回 
GW:（プレゼン）アジアでのビジネスチャンスー考案
1 

○GW プレゼン作成（150 分） 

第 15 回 
GW:（プレゼン）アジアでのビジネスチャンスー考案
2 レポート作成・提出（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK301-
s51 

2.科目名 
アジアマーケティング論 （遠隔 ※三木 C 発
信） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 共通選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 制限なし 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 「マーケティング」の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

世界中がアジア市場に注目しているのは周知のとおりであり、日本からも様々な企業がアジ
ア市場の開拓に着手している。とはいえ、アジアは広く、そして深い。いくつもの国、⺠
族、宗教が存在し、気候や文化が違う。また、経済水準や消費パターンも異なる。差異を見
れば数え切りないほど存在し、各国市場の全体像をキャッチするのは大変難しい。一方、共
通性もある。アジア市場の「多様性」と「共通性」を把握するのは本講義の目的である。こ
の講義のでは、アジアの国々でビジネスを展開している日系企業のケーススタディを通し
て，グローバルマーケティングの基礎を学習していく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・グローバルマーケティングの基礎を理解し、応用できる 
・アジアの主要な国や地域の市場特性を理解できる 
・アジアの国や地域にあうビジネス提案ができる 

19.教科書・教材 適宜資料配布。 

20.参考文献 

・『アジア・マーケティングをここから始めよう。」博報堂アジア生活研究プロジェクト著、
PHP 研究所。 
・『日本企業のグローバル・マーケティング』大石芳裕、白桃書房。 
・『1 からのマーケティング』中央経済社。 

21.成績評価 

ワークシート：30％ 
プレゼンテーション：40％（中間 10％+期末 30％） 
期末レポート：30％  
合格ライン：60％ 

22.コメント アジアの国々について関心を持ち、特に若者の消費行動について情報収集をしてみよう。 

23.オフィスアワー 
秋学期：  
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 
講義内容：講義概要、学習目標、評価方法等 
     グループ分け＆分担確定 
WS1 ○○国概要 
 

PC 持参 

第 2 回 
第 1 章 マーケティングの基本（1） 
講義内容：1 年次秋に勉強したマーケティングの復習
（1） 

○マーケティングの復習（1-2 章）（120
分） 
・PC 持参 

第 3 回 第 1 章 マーケティングの基本（2） ・PC 持参 



講義内容：学生による講義と補足説明 ○マーケティングの復習（3-4 章）（120
分） 

第 4 回 

第 1 章 マーケティングの基本（3） 
講義内容：学生による講義と補足説明 
DVD:ユニクロ（前半、バングラディッシュ） 
 

・PC 持参 
◎マーケティングの復習（5-6 章）（120
分） 
WS2：ユニクロについて 

第 5 回 
第 1 章 マーケティングの基本（4) 
講義内容：学生による講義と補足説明 
DVD「ユニクロ（ロシア）」（後半） 

・PC 持参 
◎マーケティングの復習（7-9 章）（120
分） 

第 6 回 
プレゼン 1 アジア各国の概況＆若者の消費文化 
 

・PC 持参 
○プレゼン資料 1 を見直し、提出（120 分） 
 

第 7 回 第 3 章 グローバル文化環境 
講義内容：インドネシアにおけるグリコ 

○復習（60 分） 
 

第 8 回 
第 4 章 教育サービスの海外展開（1） 
講義内容：KUMON のアジア進出 

 

第 9 回 
第 4 章 教育サービスの海外展開（2） 
講義内容：なぜサービス企業が国際化できるのか 

○WS3（90 分） 

第 10 回 
第 5 章 グローバル製品戦略 
講義内容：中国におけるダイキンの製品戦略 

○WS4（60 分） 
○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 11 回 
第 6 章 グローバル製品戦略（2） 
講義内容：GW 

○WS5（60 分） 
○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 12 回 第 7 章 グローバル市場調査（１） 
講義内容：インドのインスタントヌードル市場 

○WS6（90 分） 
○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 13 回 
第 7 章 グローバル市場調査（2） 
講義内容： 

○資料収集＆プレゼン作成（120 分） 

第 14 回 
GW:（プレゼン）アジアでのビジネスチャンスー考案
1 

○GW プレゼン作成（150 分） 

第 15 回 
GW:（プレゼン）アジアでのビジネスチャンスー考案
2 レポート作成・提出（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK305-
M51 

2.科目名 インターネットマーケティング 3.単位数 2 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 

展開科目／メディア・
コンテンツ産業におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 
3 年生〜 
 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

インターネットマーケティングとはインターネットを利用したマーケティングの総称であ
る。 
本科目では、インターネットマーケティングをビジネスと情報技術の革新の両面から考察す
ることで、インターネットを利用したマーケティングの基本戦略を理解し、応用できるよう
になることを目指す。また、既に学んだマーケティング理論を用い、インターネットマーケ
ティングにおける重要な指標と効果測定の結果を事業戦略の策定に反映することももうひと
つの目標である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活用力に関連して、以下の
能力の修得に目標を設定しています。 
①インターネットマーケティングの基礎的手法と指標を理解し説明できる 
②ネットマーケティングの効果測定の方法と改善策を理解し説明できる 
③事例研究のなかで効果測定を応用し、改善された戦略案を提案できる 
④インターネットマーケティング戦略の立案方法から効果測定までの一連の流れを説明でき
る 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 複数の参考書籍より必要ページのコピーを配布します。 

21.成績評価 
① 中間課題            30 (学習目標①②③） 
② 期末課題                              40    (学習目標①②③④） 
③ 授業での発言／ミニプレゼン     30 (学習目標①②③④） 

22.コメント 

・毎回、授業のポイントをまとめて配布します。これをノートとして使ってください。 
・身近な課題をインターネットマーケティングを使って解決できないか考える習慣をつけて
下さい。 
・授業では日々の発見も含め自分の考えを積極的に伝えて下さい。様々な考え方を発信し理
解しようとする姿勢こそ授業への大きな貢献です。お互いにどんな意見も貴重なものと捉え
て尊重しましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室：木曜日昼休み 
メディアライブラリー：⽕曜日昼休み 
授業の前後の時間も可能な限り対応しますので活用してください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

オリエンテーション 
 ・授業の目的と構成、課題、期末試験、発言／貢
献、評価  
インターネットマーケティングの基礎 
・マーケティング理論の復習 

 



・インターネットマーケティングの歴史と現状 
・インターネットマーケティングの基本 

第 2 回 
インターネットマーケティング戦略の考え方 
・インターネットマーケティング戦略の基礎 
・インターネットマーケティング立案プロセス 

事例研究 配布 

第 3 回 
 

インターネットマーケティングの基礎的指標 
・ マーケティング戦略における指標とインターネッ
ト 
・オウンドメディアの指標 
・ ペイドメディアとアーンドメディアの指標 
・ 指標の関連性 
事例研究『ネットフリックス』 

事例研究 配布 

第 4 回 
 

インターネット広告の構造と役割 
・インターネット広告の歴史 
・マーケティングツールとしてのインターネット広告 
・インターネット広告の目的と種類 
事例研究『アマゾン』 

事例研究 配布 

第 5 回 
 

インターネット広告の配信手法と技術 
・検索連動型広告 
・ディスプレイ広告 
・ターゲティング広告 
・ビッグデータの活用 
事例研究『グーグル』 

事例研究 配布 

第 6 回 
 

インターネット広告の効果測定 
・マーケティング戦略の効果測定 
・インターネット広告の効果測定の PDCA サイクル 
・タグマネジメント 
・アトリビューション分析 
事例研究『じぶん銀行』 

 

第 7 回 
 

コンテンツマーケティング 
・コンテンツマーケティングの仕組みと方法 
・コンテンツマーケティングの実践と効果 

中間課題 配布 
 

第 8 回 
 

ソーシャルメディアマーケティング 
・ソーシャルメディアマーケティングの目的 
・ソーシャルメディアマーケティングのプロセス 
・ソーシャルメディアの機会とリスク 

 

第 9 回 
 

中間課題 
 プレゼンテーション 
 授業で取り上げた 4 本の事例のうち任意の 1 本 

中間課題のデータ提出 

第 10 回 
中間課題 
 プレゼンテーション 
 授業で取り上げた 4 本の事例のうち任意の 1 本 

 

第 11 回 
 

インターネットマーケティングとデータマネジメント 
・データマネジメントの機会 
・データとは何か 
・データの活用と効果 
・データマネジメントの落とし穴 

教科書 
 第 3 章 



第 12 回 

インターネットマーケティングの効果検証 
・マーケティン戦略の効果検証方法 
・インターネットマーケティングの効果検証 
・インターネット・マーケティングリサーチ 
・インターネット・マーケティングリサーチ効果測定
のプロセス 
・インターネット・マーケティングリサーチを使った
効果測定 
・施策への反映 

期末課題 配布 

第 13 回 

外的環境要因とインターネットマーケティング 
・パンデミック 
・カントリーリスク 
・気候リスク 
・技術革新 
・循環性と変異性 

 

第 14 回 

期末課題 
  プレゼンテーション 
 『動画配信サービスとインターネットマーケティン
グ』 

期末課題のデータ提出 
授業終了時に発言表を回収します。 

第 15 回 

期末課題 
  プレゼンテーション 
 『動画配信サービスとインターネットマーケティン
グ』 
   
事例研究のポイント解説 
評価の公開 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD201-
M51 

2.科目名 国際看護論 （9 月 26 日〜11 月 14 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤尚子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件 保健師、助産時、看護師 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

看護職は、国際的な視野から健康課題を考えることができ、国際社会で活躍できる能力を養
うことが必要となってきている。本授業では、国際看護の概念を学習し、世界における健康
問題とそれに対する戦略の潮流を理解したうえで、実際の国際看護活動に必要な知識を得
る。さらに日本国内における国際看護として在日外国人への支援について学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
世界の健康問題と戦略・課題を知り、看護による国際協力の意義および活動の場所と対象を
理解する。異文化看護論を学び、国際看護活動におけるアセスメントや活動に影響を及ぼす
因子について考察する。さらに日本国内における在留外国人を対象とした看護活動のための
実践的能力を養う。 
1.看護による国際協力の意義、活動の場所と対象を理解する。 
2.世界の健康問題とそれらに対する戦略、および課題を理解する。 
3.日本の国際協力の歴史と実際を理解する。 
4.異文化看護の理論を理解する。 
5.国際看護活動におけるアセ 

19.教科書・教材 講義中に参考資料を配布 

20.参考文献 
日本国際看護学会（2020）：国際看護学入門 第 2 版、医学書院 
森淑江他：国際看護: 国際社会の中で看護の力を発揮するために (看護学テキスト NiCE) 
（2019）、南江堂 

21.成績評価 筆記試験（60％)，アサインメント・レスポンスシート(30％)，学習参加態度（10％） 

22.コメント 
看護の仕事は病院だけではありません。地域や家庭、そして海外も活動範囲です。「ひと」
のいるところすべてに看護の意義は存在します。看護はいろいろな可能性を秘めています。
世界に目を向けて看護活動の視野を広げましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜日昼休み 
センターオフィスアワー：木曜日昼休み（図書館） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

1．国際看護とは 
1）国際看護の概念 
2）看護による国際協力の意義 
3）国際看護の活動の場所と対象 
 

【アサインメント】１年時の「看護学原論」
で学習した「看護の本質」と「看護の国際
化」を復習しておく。 
【課題】 
レスポンスシートの提出：国際看護活動を実
践することを仮定し、あなたが心がけること
を具体的に記述し提出する。 
 

第 2 回 

2．世界の健康格差と戦略の潮流 
1）世界の健康問題 
2）世界の健康問題に対する戦略 
3）世界の健康問題に対する課題 

【アサインメント】 
世界の貧困国の国名を 10 か国挙て提出する
（何で調べたかも記載すること）。 
【課題】 



 レスポンスシートの提出：貧困と健康の関連
を記述して提出する。 

第 3 回 
3．日本の国際協力 
1）日本の国際協力の歴史 
2）日本の国際協力の実際 

【アサインメント】 
最近日本が行っている国際協力の具体例を 1
つ挙げ、提出する（何で調べたかも記載する
こと）。 
【課題】 
日本の国際協力とアジアの歴史との関係を記
述して提出する。 

第 4 回 

4．異文化理解と異文化看護論 
1）異文化適応の過程 
2）異文化看護論 
3）異文化看護におけるアセスメント 
 

【アサインメント】 
他者との関係の中で、「異文化」を感じた経
験を思い出し、その時の感情やどのように対
処したか記述して提出する。 
【課題】 
レスポンスシートの提出：①異文化適応の過
程を 9 つ挙げる。②異文化看護においてア
セスメントする項目を 6 つ挙げる。 

第 5 回 

5．国際看護活動におけるアセスメント 
1）活動地域のアセスメント 
2）保健医療システムのアセスメント 
 

【アサインメント】 
基礎看護学の「看護過程」で学習したアセス
メントの意味を記述して提出する。 
【課題】 
レスポンスシートの提出：国際看護活動にお
ける対象国についてアセスメントする項目を
5 つ挙げる②国際看護協力における保健・医
療システムについてアセスメントする項目を
4 つ挙げる。 

第 6 回 

6．国際看護活動に影響を及ぼす因子 
1）コミュニケーション 
2）政治(保健政策、難⺠支援） 
3）宗教 
 

【アサインメント】 
基礎看護学の「コミュニケーション技術」を
復習し、コミュニケーションの意味および構
成要素を記述して提出する。 
【課題】 
レスポンスシートの提出：日本における難⺠
への対応の問題を調べ提出する（何で調べた
かも記載すること）。 

第 7 回 

7．日本国内で暮らす外国人 
1）日本で暮らす外国人の背景と特徴 
2）日本で暮らす外国人の区分 
 

【アサインメント】 
自分が外国で暮らすことになったことを想定
し、どのようなことに困るか想像して記述し
提出する。 
【課題】 
レスポンスシートの提出：日本で暮らす外国
人の背景をどのように理解したか記述する。 

第 8 回 

8．日本国内における国際看護 
1）在留外国人の健康に影響を及ぼす問題 
2）在留外国人への看護 
 

【アサインメント】 
日本で暮らす外国人が受診・入院した際に、
自身ができる「異文化ケア」を考え記述して
提出する。 
【課題】 
レスポンスシートの提出：日本における外国
人への地域での支援について例を挙げる。 



   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD404-
M01 

2.科目名 実践看護学特演 3.単位数 3 

4.授業担当教員 中島通子、横山利枝 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学専攻 4 年生 9.履修学年 4 年生 
10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 

16.履修制限 看護学専攻の学生は必修であるが、助産師課程、保健師課程の学生もできるだけ聴講してく
ださい。 

17.授業の目的と概要 

8 つの実践看護学領域（基礎、慢性、急性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）について履修
する。 
既習の看護学の知識・技術を基盤に理論と実践の統合を図り、看護実践能力のさらなる向上
を目標とする。 
授業では、各々の領域における特有な看護問題や援助について、講義、グループワーク討議
により学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、DP の（1）自律性（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 
DP との関連 
１．各看護学実習での体験を深めるために、看護に必要な専門基礎知識を再確認する。（問
題発見・解決力・専門的知識） 
２．既習の各看護学の知識・技術を再確認しながら、各領域に特有な看護問題と援助の統合
を図ることにより、看護実践能力のさらなる向上を目指す。（問題発見・解決力・専門的知
識） 
３．自ら計画を立てて課題に取り組み、期限に間に合うように実行できる。（自律性） 
 

19.教科書・教材 
オープンセサミ①〜⑤、演習問題 
高正答率問題集 

20.参考文献  

21.成績評価 

成績評価は、担当教員が下記を評価する。 
小テスト 40%：4 回各 10 点 
総括試験 60％：看護師全国模擬試験総得点 300 点を換算する 
 

22.コメント 
統合実習期間との関係上、10 月から 11 月の期間に実施します。 
自己学習も計画に組み入れて臨んでください。 

23.オフィスアワー 木曜日の昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1−6 回 

人体の構造と機能  
 各器官の構造と機能 
 生体リズムと恒常性・防御機能 
 成⻑と老化 
疾病の成り立ちと回復の促進 
 予防・要因・回復過程 
  
  
 

講義内容の予習・復習 
 



7−9 回 

基礎看護学 
 看護の基本となる概念 
 看護技術と判断プロセス 
 保健・医療・福祉の中での看護の役割 
 

講義内容の予習・復習 
 

10−11 回目 

老年看護学 
 加齢に伴う高齢者の生活と健康状態 
 高齢者と家族の生活や健康を支える看護 
 多様な生活の場で高齢者を支える看護 
 

小テスト① 
授業の始めに第 1〜9 回（人体疾病・基礎看
護学）の小テスト（Web Class）を行います 
講義内容の予習・復習 
 

12−15 回 

成人看護学 
 急性期にある患者と家族の看護 
 慢性疾患がある患者と家族の看護 
 

講義内容の予習・復習 
 

16−17 回 

小児看護学  
 子どもの成⻑発達と健康増進 
 病気や入院が子どもと家族に及ぼす影響と看護 
 健康課題をもっ子どもと家族への看護 
 

小テスト② 
授業の始めに第 10〜15 回（老年看護学・成
人看護学）の小テスト（Web Class）を行い
ます 
講義内容の予習・復習 
 

18−19 回 

⺟性看護学 
 リプロダクティブ・ヘルス 
 ライフサイクル各期の看護 
 妊娠・分娩・産褥・新生児期の看護 
 周産期医療システムと⺟子保健施策 
  
 

講義内容の予習・復習 
 

20−22 回 

在宅看護論 
 在宅療養者の看護 
 地域包括ケアシステムにおける在宅看護 
 

小テスト③ 
授業の始めに第 16〜19 回（小児看護学・⺟
性看護学）の小テスト（Web Class）を行い
ます 
講義内容の予習・復習 
 

23−25 回 

健康支援と社会保障制度 
 社会保障の理解の理念、社会保険制度および社会福
祉に関する法律 
 保健活動の基盤となる法や施策 
 

講義内容の予習・復習 
 

26−28 回 

精神看護学 
 精神保健の基本と保持・増進にむけた看護 
 精神疾患・障害の特徴と看護、回復支援の看護 
 精神看護の対象理解と支援のための概念 
 

小テスト④ 
授業の始めに第 20〜25 回（在宅看護論・健
康支援と社会保障制度）の小テスト（Web 
Class）を行います 
講義内容の予習・復習 
 

29−30 回 

看護の統合と実践 
 看護マネジメントの基本 
 災害看護 
 国際社会における看護 

講義内容の予習・復習 
 



 

 12 月  
総括試験 看護師国家試験全国模試 

 

   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M01 

2.科目名 統合看護実習 （公衆） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松田宣子、中世古恵美、久井志保 

5.授業科目の区分 総合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 １年から４年春配当必修の専門科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
１） 公衆衛生看護学実習での学習を基盤にして、保健師活動（公衆衛生看護）を実践
するための支援技術を学ぶ。 
２） これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに自己の看護観を育成すると
ともに、看護専門職（特に保健師）としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確
にする。 
【概要】 
実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が関
心のある 1 分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習を
通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専門
職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技術・
態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場に応
じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働におけ
る看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性、（３）多様性理解、（４）
問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキル、（６）専門的知識・技能の活用力に関
連しています 
1）既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
2）保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
3）他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
4）看護の専門性を理解し 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習要項を参照 

22.コメント 保健所・市町村での実習が中心となります。公衆衛生看護分野を選択する学生の必修科目と
なります。しっかり学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 
松田 ：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 
久井 ：研究室 曜日           、  センターオフィスアワー（図書館）  曜日 
中世古：研究室 水曜日Ⅲ時限、 センターオフィスアワー（図書館） ⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 各領域の実習要項参照  
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M02 

2.科目名 統合看護実習 （小児） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 本田真也、中島登美子、横山利枝 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 3 年次配当の実習科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 統合看護実習の希望調査に基づき、調整を行う。 

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習の目的】 
 実践看護学選択分野、助産学分野、公衆衛生看護学分野の中から 1 分野を選択し、これま
で学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成するとともに、看護専門職者と
しての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 
【統合看護実習（小児看護）の目的】 
 疾病や障害をもって生活をしている子どもと家族への看護援助を行うことを通じて、これ
までに学習した看護学の知識・技術・態度を統合し、看護観を育成するとともに、看護専門
職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 
【統合看護実習の概要】 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既修得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者・集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働に
おける看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 
【統合看護実習（小児看護）の概要】 
 小児専門病院において、既習得の看護学の知識・技術・態度に基づき病気や障害をもった
子どもとその家族と関わり、医療チームの一員として、看護援助を実施する。また、隣地に
おける看護活動や障害児（者）施設における見学実習を通して、多職種との協働における看
護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニ
ケーションスキル、(6) 専門的知識・技能の活用の学修に関連しています。 
【統合看護実習全体の学習目標】 
1. 既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
2. 保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
3. 他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
4 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 特になし（実習目標の達成に必要となる文献を各自で検索して、活用する） 

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は実習場面と実習記録によって行う。 
★課題レポート 
テーマは統合看護実習のねらい・目標をもとに、自分自身が行った看護とその結果を整理
し、各自の自分の小児看護に対する考え方（看護観）を述べる。 



★実習記録および自己評価表、課題レポート、自己学習の記録をファイルに綴じ、定められ
た期限までに提出すること。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要項を参照する） 

22.コメント 
4 年間の最後の実習になります。自ら目的をもち、実習施設や指導者との調整を行いなが
ら、主体的に実習を行っていきましょう。 

23.オフィスアワー 

中島 ⽕曜日昼休み＠図書館・水曜日昼休み＠研究室 
本田 水曜日昼休み＠図書館・⽕曜日昼休み＠研究室 
横山 木曜日昼休み＠図書館・金曜日昼休み＠研究室 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

学内実習
（事前） 
（5 日間） 

1. 統合看護実習（小児看護学）のねらいや目的、方
法を理解する。 
2. これまでの学修や実習体験を振り返り、統合看護
実習における自己の課題や目標を明確化する。 
3. 実習に向けての準備性を高める。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要綱を参照す
る） 

◆PC を持参すること 
★学内実習期間において、各自で実習目標、
実習計画、実習記録、評価表を作成する 

病院実習
（10 日間） 

1. 基本的に 1 名の子どもを受け持ち、子どもや家族
との関わり、その子どもにとっての最良の状態を保つ
ための看護援助を計画し、できる範囲において施設の
スタッフとともに看護援助を行う。 
2. 自身が焦点をあてた現象について、日々の子ども
と家族との関わりや看護援助を行った実践を記録に残
す。 
3. 実習期間中には、各自が学習・経験した事柄を共
有し、意見交換を行うことによって、個々の学びを深
めること、経験した出来事の意味を考え、解決の手が
かりを探し、その結果を日々の実習計画や看護援助に
役立てることを目的としてカンファ 

 

障がい児
（者）施設
見学実習 
（2 日間） 

障害児（者）施設における看護専門職者の役割・機能
と、保健・医療・福祉の総合的ケア提供の在り方につ
いて学ぶことを目的とする。 
1. 障害児（者）施設の入所や短期入所、通所、外
来、リハビリテーションにおいて、各職種の利用者様
への関わりや職種間の連携の様子について見学を主体
とした実習を行う。 
2. 施設のスタッフより重症心身障害児（者）の医
療・看護、福祉制度に関する講義を受ける。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要項を参照す
る） 

 

学内実習
（事後） 
（3 日間） 

施設での実習で受け持った子どもと家族への看護につ
いてまとめ、発表とディスカッションを通じ、学びを
統合することを目的として行う。 
1. 病院実習の終了後、卒業研究を担当する教員を中
心に指導を受けながら、自分が焦点をあてた小児看護
の現象について振り返って整理する。 
2. 最終カンファレンスでは、病院実習において受け
持った事例について、自身が焦点をあてた小児看護の

◆PC を持参すること 
★最終カンファレンスまでに発表内容をまと
めたスライドを提出する（期限は実習中に説
明する） 
★すべての実習終了後には実習記録等一式を
ファイルの綴じて提出する 



現象についてまとめた内容を発表し、他の学生とのデ
ィスカッションを行う。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要項を参照す
る） 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M03 

2.科目名 統合看護実習 （基盤） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真生、福⻄さだ子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働に
おける看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
１．既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的い評価する 
22.コメント 4 年間の集大成の実習です。自己を高められるよう積極的に学んでください。 
23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 各分野実習要項参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M04 

2.科目名 統合看護実習 （急性） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 １年〜４年春配当の必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 ３年次配当の実習科目の単位取得者 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
【概要】 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働に
おける看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
１．既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
４．看護の専 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 必要時適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題 10%(課題 1.実習病棟で多い手術とその合併症・治療・検査・看護) 
実習記録 20% 
実習での看護実践 50% 
実習中学修課題 10%(課題 2. 統合実習で学んだことと看護師としての課題、課題 3. 医療職
者及び他機関との協働や連携) 
実習態度 10% 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 4 年間の集大成の実習です。自己を高められるよう、積極的に学んでください。 
23.オフィスアワー 高見沢恵美子：センター；木曜日昼休み、研究室；⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 週】 
月曜日 学内オリエンテーション、課題学習  

⽕曜日 病棟実習 病棟オリエンテーション、患者情報収集  



水曜日 
学内演習 患者の看護計画立案に必要な文献検討・関
連図作成 

 

木曜日 
病棟実習 1 名の受け持ち患者への看護過程の展開，
リーダー看護師の役割見学  

金曜日 
病棟実習 1 名の受け持ち患者への看護過程の展開，
関連図についてのカンファレンス，新たに受け持つ患
者の情報収集 

 

【第 2 週】 
月曜日 

病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加  

⽕曜日 病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加 

 

水曜日 
学内演習 新たに受け持った患者の看護計画立案に必
要な文献検討・関連図作成 

 

木曜日 
病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加 

 

金曜日 
病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加，新たに受け持った患者の関連
図についてのカンファレンス 

 

【第 3 週】 
月曜日 

病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加  

⽕曜日 
病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加  

水曜日 

病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加，看護専門職者としての自分自
身の課題と目指す看護師像についての最終カンファレ
ンス 

 

木曜日 
病院実習 病院で活動している医療チーム活動(緩和
ケア・排尿ケア・感染対策・NEST 等)の見学実習 

 

金曜日 
学内演習 医療職者及び他機関との協働や連携に関す
るレポート作成，実習記録類の整理・提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M05 

2.科目名 統合看護実習 （慢性） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【本授業の概要】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働に
おける看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
４．看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学生から社会人に移
行する準備ができる。 
５．看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 実習中随時紹介する 
21.成績評価 出席状況、実習目標の達成度、実習への取り組みなどから総合的に評価うｓる。 
22.コメント 関心のある分野で主体的に学修を深めることを期待しています。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 各分野別実習要綱参照のこと  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M06 

2.科目名 統合看護実習 （⺟性） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 3 年次配当の実習科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習全体の目的】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が
関心のある 1 分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
【統合看護実習の概要】 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既修得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者・集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働に
おける看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 
【⺟性看護統合統合実習の目的】 
 これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成するとともに、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
2.総合周産期センターにおいて、他職種と協働する看護専門職者の役割・機能および、保
健・医療・福祉の総合的なケア提供のあり方について学ぶことができる。 
3.看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来にむけての自己の課題
を明確にできる。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け 

19.教科書・教材 
⺟性看護学概論および⺟性看護学援助論で使用した教科書および参考書 
3 年生の⺟性看護学実習で使用した事前学習ノート 
 

20.参考文献  

21.成績評価 
統合看護学実習評価表・実習記録・実習レポート・実習態度・出席状況と内容により総合的
に評価する。（統合実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 

22.コメント 学生最後の実習となります。チームの一員となり、積極的に学んでいきましょう。 
 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 週目 
学内実習：7 月 19 日（⽕）〜7 月 22 日（金）9：00
〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 

実習要綱、実習要項、筆記用具。事前学習ノ
ート 
記録用紙は、この時に配布します。 



      周産期医療システム 子育て地域包括支援シス
テム 
    周産期医療における看護管理   
  模擬事例（ハイリスク妊婦）展開・模擬実習・技
術演習など 

2 週目 

【病棟実習】月曜〜木曜 
総合周産期⺟子医療センターの役割を学ぶ。 
ハイリスクの状態にある妊婦を受け持ち看護展開を行
う。 
原則として毎日カンファレンスを行い学生が行った看
護を振り返り、グループで⺟性看護学の学びを深め
る。 
カンファレンステーマは学生が主体的に提案するこ
と。 
木曜日は中間カンファレンスを実施する。 
【学内実習】金曜日 
受け持ち事例の看護過程の修正、次週への課題の明確
化を行う。 
 

 

3 週目 

【病棟実習】月曜〜木曜 
ハイリスクの妊婦を受け持ち看護展開を行う。 
受け持ちの状況によっては 2 事例目を受け持つこと
がある。 
看護師⻑に 1 日つき、管理実習を行う。 
木曜日は指導者も入り最終カンファレンスを実施す
る。 
【学内実習】金曜日 
面談 
NICU/GCU 実習に向けての課題の明確化 

 

4−5 週目 

NICU/GCU 実習 
グループに分かれて 1 日 NICU 実習、3 日間 GCU 実
習を行う。 
※実習日は学内実習初日に提示する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M07 

2.科目名 統合看護実習 （精神） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年生 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 １年〜４年春配当の必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本実習の目的は、これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成すると
ともに、看護専門職者としての自己キャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることであ
る。 
概要は、2022 年度統合看護実習要項（精神看護学）を参照すること。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（2）社会的貢献性、
（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
【統合看護実習（精神）の学習目標】 
１） 既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供する
ことができる。 
２）保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３）多職種との協働における看護専門者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア提
供の在り方について学ぶことができる 
４）看護の専門性を理解し、専門職者と 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
実習目標の達成度、記録物、実習への取り組みから総合的に評価する。 
詳細は、統合看護実習要項（精神）の評価表を参照すること。 

22.コメント 
コロナウイルスの状況に合わせて、実習内容をその都度調整することになります。臨機応変
に対応し、積極的に学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日２時間目 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 2022 年度統合看護実習要項を参照してください。  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M08 

2.科目名 統合看護実習 （在宅） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松原まなみ、今福恵子、中野康子 

5.授業科目の区分 

統合看護学実習（在宅
看護）在宅看護学分野
における実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
1 年〜4 年春配当の必須専門科目を修得し
ていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 臨地実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

≪目的（全領域共通）≫ 
これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成するとともに、看護専門
職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 
＜目的（在宅看護学領域）＞ 
地域包括ケアシステムにおけるチームの一員として、地域で療養している人々に対する支援
のあり方を学ぶ。また、看護専門職者として、自己の看護観・課題を明らかにすることがで
きる。 
＜概要（在宅看護学領域）＞ 
地域包括ケアシステムの一員として、地域で療養している対象に必要な支援を行う。地域包
括ケアシステムにおける多職種との連携と看護専門職者としての機能・役割を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）地域で療養している対象を理解し、訪問看護過程の展開を通して、対象に必要な支援を
行うことができる。 
２）地域包括ケアシステムと看護専門職者の機能・役割を理解できる。 
３）訪問看護事業所における管理業務と管理者の役割を理解できる。 
４）看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深めることができる。 
５）実習中の学びを踏まえて、看護専門職者としての自己の看護観を明確にできる。 
６）看護専門職としてのキャリア開発に向けて、自己の課題を明確にできる。 

19.教科書・教材 臺有佳他（2020）.ナーシンググラフィカ在宅看護論 地域を支えるケア，メディカ出版，
大阪. 

20.参考文献 適宜紹介する。 
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。 

22.コメント 

4 年間学んできた知識・技術・態度（各看護学を含む）の統合として実習になります。 
病院に就職する方が多いかと思いますが、地域で療養する療養者の多様な価値観や生活をし
っかりと身近で捉えることで、病院等でどのような看護が必要なのか（看護の原点）を十分
考える機会となると思います。また、多職種との連携（特に介護支援専門員や訪問介護職員
との同行訪問、サービス担当者会議等）等を体験できることで、退院調整・支援のあり方を
学べる貴重な実習になると思います。 
楽しみにしながら実習準備を進めて行ってください。がんばりましょう！ 

23.オフィスアワー 水曜日（昼休み） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 詳細については、統合看護実習（概要）および統合看
護実習（在宅看護）要項を参照のこと。 

 

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M09 

2.科目名 統合看護実習 （老年） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 1 年〜4 年春配当の必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働に
おける看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  専門的知識・技術の活用力 
?既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供すること
ができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
４．看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学生から社会人に移
行する準備ができる。 
５．看護 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 

22.コメント 4 年間の集大成の実習です。自己を高められるよう、積極的に学んでください。 
遠隔になった場合は、改めて指示します。 

23.オフィスアワー ⽕曜 1 限 9:30〜10:30(メディアライブラリー) 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 各分野実習要項参照 
※状況で遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M10 

2.科目名 統合看護実習 （助産） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中島通子、小河原みゆき、齋藤益子 

5.授業科目の区分 
統合看護 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 看護師・保健師・助産師 11.先修条件 3 年次配当の実習科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習全体の目的】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が
関心のある 1 分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
【助産看護分野での目的】 
 助産看護実践現場における学習を通して、理論と実践の統合、ならびに、看護観を育成す
ることをねらいとする。また、助産看護専門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人
の課題を明確にすることをねらいとする。 
【統合看護実習（助産）の概要】 
 助産看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既修得の助産・看護分野の
知識・技術・態度に基づき対象・利用者・集団と関わり、臨地における保健医療チームの一
員として、場に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する助産看護活動を通して、
多職種との協働における看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについ
て学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【統合看護実習（助産）の学習目標】 
1. 既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
2. 保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
3. 他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
4. 助産・看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学生から社会
人に移行する準備ができる。 
5. 看護専門職者としての役割、責務、態度について学習 

19.教科書・教材 適時、提示する。 
20.参考文献 適時、提示する。 

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は実習場面と実習記録によって行う。 
★課題レポート 
テーマは統合看護実習のねらい・目標をもとに、自分自身が行った助産・看護とその結果を
整理し、各自の自分の助産・看護の考え方（看護観）を述べる。 
★実習記録および自己評価表、課題レポート、自己学習の記録をファイルに綴じ、定められ
た期限までに提出すること。 
（詳細は統合看護実習（助産）実習要項を参照する） 

22.コメント 4 年間の最後の実習です。主体的に実習を行っていきましょう。 

23.オフィスアワー 
斎藤 ⽕曜日 昼休み 
中島 水曜日 昼休み 



小河原 水曜日 昼休み 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 （詳細は統合看護実習（助産）実習要綱を参照する）  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M11 

2.科目名 統合看護実習 （国際） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 伊藤尚子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 保健師、助産師、看護師 11.先修条件 1 年〜4 年春配当の必修専門科目を修得し
ていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習】 
これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成するとともに、看護専門
職としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 
【統合看護実習（国際看護）】 
グローバル社会における看護の機能を理解し、国際看護の対象である在日外国人に対して適
切な介入ができるよう、既習の知識や技術を応用し、看護実践現場における学びを通して理
論と実践の統合を図る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【統合看護実習】 
(1)既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
(2)保健医療チームの一員として、計画的、継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
(3)他職種との協働における看護専門の役割・機能と、保保健・医療・福祉の総合的ケア提
供のあり方について学ぶことができる。 
(4)看護の専門性を理解し、専門職としての自覚を高めるとともに、学生から社会人に移行
する準備ができる。 
(5)看護専門職としての役割、責務、態度について学修を深め、将来に向けての自己課題 

19.教科書・教材 必要時配布する。 
20.参考文献 適宜提示する。 
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に判断する。 
22.コメント ４年間の学びの集大成です。積み重ねた看護の知識と技術を駆使して臨んでください。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜日昼休み 
センターオフィスアワー：木曜日昼休み（図書館） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

【実習スケジュール】 
1 週目：神⼾大学医学部附属病院 International 
Medical Communication Center（IMCC） 
2 週目：神⼾定住外国人支援センター（前半） 
3 週目：神⼾定住外国人支援センター（後半）、たか
とりコミュニティセンター 
4 週目：たかとりコミュニティセンター 
【学内演習】 
１．１）オリエンテーション 
  ２）実習にあたり必要な知識を確認しておく。 
  ３）自己の学修課題を明確にする。 
  ４） 神⼾大学医学部附属病院での実習に向けて
の事前学修を行う。 

実習記録の提出 
様式０「事前学習レポート」 
様式１「 統合看護実習（国際看護）におけ
る、自己の目標と課題」 
様式２「本日の実習目標・評価 …学内演習
／臨地実習において毎日提出」 
様式３「施設別実習レポート：学修内容と目
標に応じた評価・考察」 
様式４「統合看護実習（国際看護）レポー
ト：在日外国人への看護と今後の展望」 
様式５「実習評価表」 
別途、実習ルーブリック 
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1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH101-
M51 

2.科目名 成人健康看護学概論 （2022 年度生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 森一恵、岡光京子、高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験 
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 1 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 

基礎看護学概論 
基礎看護方法論 
基礎看護技術 I 
基礎看護技術 Ⅱ 
基礎看護学実習 I 
生化学 
薬理学 
臨床栄養学 
免疫学 
病態学 
疾病・治療 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限 急性/慢性看護学実習の履修を開始するまでに履修し単位を取得しておく 

17.授業の目的と概要 

【目的】対象への看護に有用な概念および理論について学ぶことを目的とする。 
【概要】看護専門職者、とくに看護師、保健師活動において対象とする成人期にある人々の
身体・心理・社会的特徴、健康問題の特徴について学修を深める。 
この科目では、成人期にある人の健康の維持・増進や疾病からの回復を促進するための健康
レベルに応じた看護実践に関わる基本概念を修得することをねらいとする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の額主目的に関連するディプロマポリシーは、以下の通りです。 
（1）自律性、（3）多様性理解、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門知識・技能の活
用力 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①ライフサイクルにおける成人期の特徴と発達課題について説明できる。 
②成人期にある人々への看護に有用な概念および理論について説明できる。 

19.教科書・教材 
林直子、鈴木久美、酒井郁子他(2022)、成人看護学概論（改訂第 4 版）社会に生き世代をつ
なぐ成人の健康を支える   南江堂 

20.参考文献 授業内で提示する。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
レポート課題  30%(各授業での課題を含む） 
中間試験    30％ 
総括試験    40% 
授業で提示された課題は指定の日時までに指定された方法で提出する。 
レポート課題に関しては各授業の理解内容を問う。 
中間試験は第 3 回の授業までに課題・方法を提示する。 
統括試験は第８回目の授業終了前に実施する。 
レポートの評価は、Web Class でルーブリックの評価表を提示するので確認をしてくださ
い。 



レポート課題を提出することが単位認定の前提となるので注意してください。 

22.コメント 

療養看護学分野の基礎となる授業で、成人期の人の理解と、実習で使う知識の基本となる学
修です。 
授業でわからないことは積極的に質問し、主体的に学びを深めていきましょう。  
 

23.オフィスアワー 
森一恵     ：センター；水曜日昼休み 研究室；水曜日 2 限 
高見沢恵美子：センター；木曜日昼休み 研究室；水曜日 2 限 
岡光京子   ：センター；⽕曜日昼休み 研究室；木曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
9 月 29 日
(木)2 限 
（教室） 
 

ライフサイクルにおける成人期の特徴、発達課題 
1．成人各期（⻘年期・壮年期・中年期（向老期）の
身体的・心理社会的特徴と健康問題 
２．セクシュアリティ・更年期に関連する健康障害                   
＜森＞ 
 

・教科書 Pl〜32,ｐ56〜62、ｐ78〜133、ｐ
141〜149 を熟読 
。Web Cbss の資料と事前課題を持参する。 
(初回授業公予定) 
・緊急事態措置中は資料を確認して授業に参
加してください。Web Class を 活用 して
出席(時限アンケート)と授業内容確認のレポ
ート提出を行うので、授業時間には各自パソ
コンを Web Cbss に つないだ状態にしてく
ださい。 

第 2 回 
10 月 13 日
(木)2 限 
（教室） 

2. 成人期にある人の特徴 
 3．保健・医療・福祉政策と今日の健康課題 
 4．生活習慣に関連する健康障害−生活習慣病   
＜森＞ 
 

・ｐ33〜75、ｐ77〜91 を熟読してくる。 
・Web Cbss の資料と事前課題を持参する。 
・緊急事態措置中は資料を確認して授業に参
加してください。Web Class を 活用 して
出席(時限アンケート)と授業内容確認のレポ
ート提出を行うので、授業時間には各自パソ
コンを Web Cbss に つないだ状態にしてく
ださい。 

第 3 回 
10 月 20 日
(木)2 限 
（教室） 

3．成人期にある人々への看護に有用な概念および理
論（1） 
1. 成人期にある人の意思決定を支える看護 
2.家族の捉え方と家族支援の方法         
＜森＞  
中間試験 
 

ｐ192〜196、ｐ223〜237、ｐ288〜297 を
熟読してくる。 
・Web Cbss の資料と事前課題を持参する。 
・緊急事態措置中は資料を確認して授業に参
加してください。Web Class を 活用 して
出席(時限アンケート)と授業内容確認のレポ
ート提出を行うので、授業時間には各自パソ
コンを Web Cbss に つないだ状態にしてく
ださい。  
授業の後半で中間試験を行います。第 3 回
までの授業が試験の範囲です。 

第 4 回 
11 月 10 日
(木)2 限 
（教室） 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（2） 
3．ストレスの概念とコーピング ＜高見沢＞  
 

ｐ134〜140，ｐ174〜180，ｐ253〜257 
・授業資料とともに配布する課題レポート用
紙に「自分自身のストレス・コーピング」に
ついて記入し、授業終了時間までに提出して
ください。 
・課題の提出をもって、第 4 回を出席とし
ます。 

第 5 回 
11 月 17 日
(木)2 限 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（3） 
4．危機と危機状態への働きかけ ＜高見沢＞   

ｐ181〜186 
・授業資料とともに配布する課題レポート用
紙に「自分自身のバランス保持要因(出来事



（教室）  の認識・ストレス・コーピング)の強化内
容」について記入し、授業終了時間までに提
出してください。 
・課題の提出をもって、第 5 回を出席とし
ます。 

第 6 回 
12 月 15 日
(木)2 限 
（教室） 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（4） 
5 成人期にある人への看護をするための基本的な考
え方（1） 
  ・エンパワーメント・エデュケーションの方法 
 ・セルフマネジメント教育の概要 
 ・自己効力を高めるアプローチ ＜岡光＞  
 

 

第 7 回 
12 月 22 日
(木)2 限 
（教室） 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（5） 
6. 成人期にある人への看護をするための基本的な考
え方（２） 
 ・退院支援の看護技術        ＜岡光＞  
 

 

第 8 回 
1 月 12 日
(木)2 限 
（教室） 

総括試験   ＜岡光・高見沢＞ 第 4〜7 回までの授業が試験の範囲です。 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH205-
M51 

2.科目名 急性・慢性看護技術演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、岩下真由美、岡光京子、白石夕起子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 健康状態の急激な変化により生命の危機状態にある、あるいは慢性疾患や障害とともに生
活している成人患者・家族の最適な健康状態の回復・維持に働きかけるための看護援助に関
する知識・技術を習得することを目指す。 
【概要】 
  周手術期に関する技術、呼吸・循環機能、代謝機能を維持促進するための看護技術および
フィジカルアセスメント技術について学修する。 
 それぞれ授業で技術のロールプレイを行うため、事前に技術実施に必要な内容について課
題を課します。課題については、指定された日に授業で資料を配布し説明する。課題につい
て自己学習でレポートを作成し、授業で技術を実施し、グループメンバーからフィードバッ
クを得る、技術に関するアクティブラーニングを行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(5)コミュニケーションスキル、(6)
専門的知識技能の活用力と関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
1.演習技術の目的・手順・留意点について説明できる。 
2.演習技術を実施できる。 
 

19.教科書・教材 資料を配布する。 
20.参考文献 授業で適宜紹介する。 

21.成績評価 

総括試験５０％  (課題と技術実施に関する筆記試験を行う) 
技術実施３０％ 
課題レポート２０％(第 1 回ガイダンス時に配布する日程表に記載してある第 2 回〜第 14 回
の事前学習課題) 
※課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 事前学習に真摯に取り組み、根拠に基づいて演習技術を習得していきましょう。 

23.オフィスアワー 
高見沢恵美子：センター木曜日 12:15〜13:15 
岡光京子：センター⽕曜日 12:15〜13:15 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回  4-
101 
9 月 29 日
(木)3 限 
 

A クラス                 Ｂクラス 
ガイダンス                ガイダン
ス 
 

グループ配置・AB クラスの日程表・課題と
演習時の服装等について説明します。 



第２回 
10 月 13 日
(木)3 限 

術前処置／術前訓練        血糖値測定 
(アクティブラーニング) 

9 月 30 日(木)に実施要項・事前課題を配布
する。 

第 3 回 
10 月 13 日
(木)4 限 

術前処置／術前訓練        血糖値測定  
(アクティブラーニング)  

第 4 回 
10 月 20 日
(木)3 限 
 

血糖値測定                   
術前処置／術前訓練 
(アクティブラーニング) 

9 月 30 日(木)に実施要項・事前課題を配布
する。 

第 5 回 
10 月 20 日
(木)4 限 
 

血糖値測定                   
術前処置／術前訓練 
(アクティブラーニング) 

 

第 6 回 
11 月 10 日
(木)3 限 

術後観察                インスリン
注射 
(アクティブラーニング) 

10 月 21 日(木)に実施要項・事前課題を配布
する。 

第 7 回 
11 月 10 日
(木)4 限 

術後観察                インスリン
注射 
(アクティブラーニング) 

 

第 8 回 
11 月 17 日
(木)3 限 

インスリン注射                           術後
観察 
(アクティブラーニング) 

10 月 21 日(木)に実施要項・事前課題を配布
する。 

第 9 回 
11 月 17 日
(木)4 限 

インスリン注射                          術後観
察 
(アクティブラーニング) 

 

第 10 回 
12 月 15 日
(木)3 限 

BLS(1 次救急蘇生法)       心電図 
(アクティブラーニング) 

11 月 18 日(木)に実施要項・事前課題を配布
する。 

第 11 回 
12 月 15 日
(木)4 限 

輸液管理                心電図 
(アクティブラーニング)  

第 12 回 
12 月 22 日
(木)3 限 

心電図                BLS(1 次
救急蘇生法) 
(アクティブラーニング) 

12 月 2 日(木)に実施要項・事前課題を配布
する。 

第 13 回 
12 月 22 日
(木)4 限 

心電図                輸液管理 
(アクティブラーニング)  

第 14 回 
1 月 19 日
(木)3 限 

フィジカルアセスメント       フィジカルア
セスメント 
(アクティブラーニング) 

12 月 23 日(木)に実施要項・事前課題を配布
する。 

第 15 回  4-
101 
1 月 26 日
(木)3 限 

まとめ                 まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M01 

2.科目名 急性看護学実習 （1/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学生 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養生活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
生活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養生活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１週】 学内オリエンテーション  



月曜日 
 

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集  

水曜日 学内演習 記録物整理・患者の看護計画立案に必要な
文献検討 

 

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス 

 

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

水曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M02 

2.科目名 急性看護学実習 （2/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学生 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養生活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
生活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養生活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１週】 学内オリエンテーション  



月曜日 
 

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集  

水曜日 学内演習 記録物整理・患者の看護計画立案に必要な
文献検討 

 

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス 

 

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

水曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M03 

2.科目名 急性看護学実習 （3/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学生 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養生活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
生活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養生活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１週】 学内オリエンテーション  



月曜日 
 

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集  

水曜日 学内演習 記録物整理・患者の看護計画立案に必要な
文献検討 

 

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス 

 

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

水曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M04 

2.科目名 急性看護学実習 （4/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学生 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養生活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
生活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養生活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１週】 学内オリエンテーション  



月曜日 
 

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集  

水曜日 学内演習 記録物整理・患者の看護計画立案に必要な
文献検討 

 

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス 

 

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

水曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M05 

2.科目名 急性看護学実習 （5/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学生 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養生活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
生活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養生活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１週】 学内オリエンテーション  



月曜日 
 

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集  

水曜日 学内演習 記録物整理・患者の看護計画立案に必要な
文献検討 

 

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス 

 

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

水曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M06 

2.科目名 急性看護学実習 （6/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学生 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養生活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
生活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養生活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１週】 学内オリエンテーション  



月曜日 
 

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集  

水曜日 学内演習 記録物整理・患者の看護計画立案に必要な
文献検討 

 

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス 

 

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

水曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M07 

2.科目名 急性看護学実習 （7/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年生 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学生 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養生活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
生活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養生活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１週】 学内オリエンテーション  



月曜日 
 

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集  

水曜日 学内演習 記録物整理・患者の看護計画立案に必要な
文献検討 

 

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス 

 

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

水曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M01 

2.科目名 慢性看護学実習 （1/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養生活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、生活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学生主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の立案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学生主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M02 

2.科目名 慢性看護学実習 （2/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養生活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、生活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学生主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の立案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学生主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M03 

2.科目名 慢性看護学実習 （3/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養生活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、生活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学生主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の立案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学生主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M04 

2.科目名 慢性看護学実習 （4/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養生活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、生活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学生主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の立案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学生主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M05 

2.科目名 慢性看護学実習 （5/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養生活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、生活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学生主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の立案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学生主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M06 

2.科目名 慢性看護学実習 （6/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養生活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、生活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学生主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の立案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学生主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M07 

2.科目名 慢性看護学実習 （7/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、白石夕起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養生活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、生活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら生活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学生主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の立案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学生主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M01 

2.科目名 精神看護学実習 （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村美登里、櫻井信人、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人生や生活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学生は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを
振り返ることを通して、看護上の問題点や目標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習
で体験したことをカンファレンスでの他の学生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究
する。これらの実習の場で学習したことを通して議論し、実習目標に照らして各自が学習内
容を統合する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成立を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を立案できる。 
４） 精神を病むことによって生じる日常生活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が生じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 



（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M02 

2.科目名 精神看護学実習 （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村美登里、櫻井信人、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人生や生活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学生は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを
振り返ることを通して、看護上の問題点や目標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習
で体験したことをカンファレンスでの他の学生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究
する。これらの実習の場で学習したことを通して議論し、実習目標に照らして各自が学習内
容を統合する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成立を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を立案できる。 
４） 精神を病むことによって生じる日常生活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が生じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 



（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M03 

2.科目名 精神看護学実習 （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人生や生活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学生は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを
振り返ることを通して、看護上の問題点や目標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習
で体験したことをカンファレンスでの他の学生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究
する。これらの実習の場で学習したことを通して議論し、実習目標に照らして各自が学習内
容を統合する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成立を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を立案できる。 
４） 精神を病むことによって生じる日常生活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が生じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 



（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M04 

2.科目名 精神看護学実習 （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人生や生活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学生は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを
振り返ることを通して、看護上の問題点や目標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習
で体験したことをカンファレンスでの他の学生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究
する。これらの実習の場で学習したことを通して議論し、実習目標に照らして各自が学習内
容を統合する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成立を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を立案できる。 
４） 精神を病むことによって生じる日常生活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が生じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 



（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M05 

2.科目名 精神看護学実習 （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人生や生活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学生は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを
振り返ることを通して、看護上の問題点や目標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習
で体験したことをカンファレンスでの他の学生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究
する。これらの実習の場で学習したことを通して議論し、実習目標に照らして各自が学習内
容を統合する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成立を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を立案できる。 
４） 精神を病むことによって生じる日常生活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が生じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 



（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M06 

2.科目名 精神看護学実習 （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人生や生活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学生は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを
振り返ることを通して、看護上の問題点や目標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習
で体験したことをカンファレンスでの他の学生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究
する。これらの実習の場で学習したことを通して議論し、実習目標に照らして各自が学習内
容を統合する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成立を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を立案できる。 
４） 精神を病むことによって生じる日常生活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が生じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 



（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M07 

2.科目名 精神看護学実習 （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人生や生活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学生は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを
振り返ることを通して、看護上の問題点や目標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習
で体験したことをカンファレンスでの他の学生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究
する。これらの実習の場で学習したことを通して議論し、実習目標に照らして各自が学習内
容を統合する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成立を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を立案できる。 
４） 精神を病むことによって生じる日常生活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が生じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 



（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NBS101-
M51 

2.科目名 遺伝学 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤智佳 

5.授業科目の区分 人間と健康 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】日常診療で必須の知識となっているヒトの遺伝学・多様性を十分に理解し、さらに
患者・家族が置かれている状況を理解する。 
【概要】臨床遺伝学の基本的知識また、遺伝カウンセリングの概要について、教科書や演習
を通して学び、遺伝性疾患に関わるチーム医療の現状とあり方について考えを深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(3)多様性理解(6)専門的知識・技能の活用
力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
1 遺伝学の基本・多様性（病気か病気でないかの二項対立ではないこと）を理解する。  
2 家系図を書けるようになる。 
3 遺伝学的検査の基本的な結果や方法が理解できる。 
4 遺伝形式やその特徴を説明できる。 
５ 遺伝医療における倫理的配慮を説明できる。 

19.教科書・教材 羊土社 「基礎から学ぶ 遺伝看護学」 

20.参考文献 
1.適宜、資料を配付します。  
2.その他、関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
小レポート：講義時間中 ：１０点 
小テスト：最終授業時 ：３０点 
最終レポート（講義全体のまとめ）： ６０点 
※最終レポートは、グループで１つ提出予定とします 

22.コメント 

看護師として、遺伝学での学びをどのように役立てていくかを具体的に考えながら、取り組
んでください。 
全ての方の積極的関与が必要です。 
レポート作成時には、不適切なインターネットサイトからの引用ではなく、学術的な文献を
参考にして、文章作成するようにしてください。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1・2
回】 

遺伝の概念、DNA、遺伝子、染色体の構造、細胞分
裂 
遺伝子変異・多型、多様性 

復習:今回の復習（WebClass での資料） 
予習:次回の予習(WebClass で資料を事前提
示) 

【第 3・4
回】 

遺伝形式、遺伝と家系図の関係、家系図記載演習  
染色体異常、染色体異常症、不育、不妊 
 

復習:前回及び今回の復習（WebClass での
資料） 
予習:次回の予習(WebClass で資料を事前提
示) 

【第 5・6
回】 

遺伝子疾患（メンデル遺伝、ミトコンドリア遺伝、多
因子遺伝） 
 

復習:前回及び今回の復習（WebClass での
資料） 
予習:次回の予習(WebClass で資料を事前提



示) 

【第 7・8
回】 

遺伝医療における倫理的配慮、遺伝カウンセリング 
小テスト 
まとめ 

復習:前回及び今回の復習（WebClass での
資料） 
予習:次回の予習(WebClass で資料を事前提
示) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M01 

2.科目名 老年看護学実習 （1/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
老年健康看護学概論 
老年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割の理
解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己の老年観を養うことを目指
す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を用いた受け持ち患者の情報
整理、アセスメント〜関連図〜看護計画の立案・整理と、臨地実習の学びの振り返りを行
う。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① 老年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け生活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と生活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の老年観を養う 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た老年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；生活機能からみた老年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 
(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 



＊詳細は老年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 

事前学習として老年看護学概論や老年看護援助論、および疾病治療論(老年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 
   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
老年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M02 

2.科目名 老年看護学実習 （2/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
老年健康看護学概論 
老年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割の理
解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己の老年観を養うことを目指
す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を用いた受け持ち患者の情報
整理、アセスメント〜関連図〜看護計画の立案・整理と、臨地実習の学びの振り返りを行
う。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① 老年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け生活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と生活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の老年観を養う 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た老年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；生活機能からみた老年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 
(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 



＊詳細は老年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 

事前学習として老年看護学概論や老年看護援助論、および疾病治療論(老年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 
   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
老年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M03 

2.科目名 老年看護学実習 （3/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
老年健康看護学概論 
老年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割の理
解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己の老年観を養うことを目指
す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を用いた受け持ち患者の情報
整理、アセスメント〜関連図〜看護計画の立案・整理と、臨地実習の学びの振り返りを行
う。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① 老年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け生活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と生活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の老年観を養う 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た老年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；生活機能からみた老年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 
(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 



＊詳細は老年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 

事前学習として老年看護学概論や老年看護援助論、および疾病治療論(老年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 
   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
老年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M04 

2.科目名 老年看護学実習 （4/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
老年健康看護学概論 
老年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割の理
解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己の老年観を養うことを目指
す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を用いた受け持ち患者の情報
整理、アセスメント〜関連図〜看護計画の立案・整理と、臨地実習の学びの振り返りを行
う。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① 老年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け生活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と生活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の老年観を養う 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た老年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；生活機能からみた老年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 
(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 



＊詳細は老年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 

事前学習として老年看護学概論や老年看護援助論、および疾病治療論(老年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 
   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
老年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M05 

2.科目名 老年看護学実習 （5/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
老年健康看護学概論 
老年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割の理
解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己の老年観を養うことを目指
す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を用いた受け持ち患者の情報
整理、アセスメント〜関連図〜看護計画の立案・整理と、臨地実習の学びの振り返りを行
う。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① 老年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け生活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と生活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の老年観を養う 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た老年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；生活機能からみた老年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 
(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 



＊詳細は老年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 

事前学習として老年看護学概論や老年看護援助論、および疾病治療論(老年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 
   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
老年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M06 

2.科目名 老年看護学実習 （6/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
老年健康看護学概論 
老年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割の理
解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己の老年観を養うことを目指
す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を用いた受け持ち患者の情報
整理、アセスメント〜関連図〜看護計画の立案・整理と、臨地実習の学びの振り返りを行
う。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① 老年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け生活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と生活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の老年観を養う 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た老年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；生活機能からみた老年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 
(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 



＊詳細は老年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 

事前学習として老年看護学概論や老年看護援助論、および疾病治療論(老年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 
   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
老年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M07 

2.科目名 老年看護学実習 （7/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年生 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
老年健康看護学概論 
老年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割の理
解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己の老年観を養うことを目指
す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を用いた受け持ち患者の情報
整理、アセスメント〜関連図〜看護計画の立案・整理と、臨地実習の学びの振り返りを行
う。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① 老年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け生活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と生活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の老年観を養う 

19.教科書・教材 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た老年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；生活機能からみた老年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 
(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 



＊詳細は老年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 

事前学習として老年看護学概論や老年看護援助論、および疾病治療論(老年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 
   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
老年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M01 

2.科目名 在宅看護学実習 （1/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者 

19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M02 

2.科目名 在宅看護学実習 （2/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者 

19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M03 

2.科目名 在宅看護学実習 （3/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者 

19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M04 

2.科目名 在宅看護学実習 （4/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者 

19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M05 

2.科目名 在宅看護学実習 （5/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者 

19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M06 

2.科目名 在宅看護学実習 （6/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者 

19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M07 

2.科目名 在宅看護学実習 （7/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、松原まなみ、今福恵子 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者 

19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH313-
M51 

2.科目名 個人・家族・集団・組織の支援活動論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松田宣子、中世古恵美 

5.授業科目の区分 

生活支援看護学／公衆
衛生看護学分野の実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
（公衆衛
生看護学
分野を選
択する学
生は必
修） 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 
10.取得資格の要件 看護師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

今看護職の役割は、病院完結型と言われる施設（病院）内に限定した役割から、地域完結型
という地域を基盤としたケアシステムにおける役割へ転換する時期にあります。このために
は、病気をもつ人を「患者」として捉えるだけでなく、「地域で生活する人」として捉え直
すことを求められています。退院時の指導という点としてのかかわりだけでなく、その後の
切れ目のない生活の支援が求められます。このために本講義では、地域で予防や健康増進に
必要な個人のセルフケア能力の向上、また個人だけではなく家族力のアセスメントと支援、
そして地域ケアシステムの一員としての看護職の行う連携について、理論の要点と実践の基
礎を身につけることを目指します。また、この科目は保健師課程を選択する学生においては
今後の専門的知識を学ぶ上での基礎となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性、（２）問題発見・解決力、
（６）専門的知識・技術の活用力、の学修に関連しています。 
本科目では以下の知識とスキルの獲得を目指します。 
1）地域で生活する個人の特性と多様性を踏まえた支援方法の要点を説明できる。 
2）個人の健康課題についてアセスメントし、行動変容に向けた保健指導を企画できる。 
3)  地域で生活する人々とその家族への支援に対する意義と活用する理論の要点を説明でき
る 
4)  地域で生活する人々の家族のアセスメントができる 
5)  地域 

19.教科書・教材 公衆衛生看護学.jp 第 5 版 データ更新版 荒賀直子 後閑容子編集 インターメディカル 
講義・演習に必要な資料は講義時に配布 

20.参考文献 必要時に提示します 

21.成績評価 

① 事後課題１〜６（各 10 点）    60 点 
WebClass に提示された事後課題を提出期限内に提出すること。提出期限を超えたものは原
則認めません。 
② 統括試験（レポート課題１回）  40 点 
WebClass に課題を提示します。提出期限内に提出すること。また、内容は 1 回から 15 回
までの講義・演習の内容を統合したものとなるので、毎回しっかいりと講義・演習に取り組
み、事後課題を確実に提出しておくことが重要です。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
松田：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み（春・夏
学期） 
久井：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）木曜日昼休み（春・夏



学期） 
中世古：研究室 水曜日Ⅲ時限   センターオフィスアワー  （図書館）⽕曜日昼休み
（春・夏学期） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

個人への支援 1（中世古）：対象（個人）の理解 
1）科目オリエンテーション 
2) 個人の健康に関連する要因 
3）ライフサイクルと健康課題 
4）社会情勢の変化と健康課題 
 

 

第２回 
 

個人への支援２（中世古）：保健行動と保健指導 
1）保健行動とは 
2）保健行動を支援する保健指導 
3）保健指導に活用できる理論 
 

事後課題 1 
 

第３回 
 

個人への支援３（中世古）：健康相談 
1）健康相談の目的・対象・方法 
2）健康相談のプロセス 
3）健康相談における面接技術 
 

 

第４回 
 

個人への支援４（中世古）：対象者の行動変容を支援
する保健指導 
生活習慣病の特性と保健指導について 
禁煙支援に向けた保健指導について 

 

第５回 
 

個人への支援５（中世古）：事例を用いた演習 
事例をアセスメントし、保健指導の方向性を考える 
・生活習慣病予防のための個別支援 

事後課題 2 

第６回 

家族への支援１（松田） 
1)家族と社会との接点 
２）家族と家族員の健康状態 
３）家族への支援の目的と役割、異議 
４）家族看護過程 

 

第７回 

家族への支援２（松田）：家族への支援の処理論の概
要 
１）家族システム論 
２）家族発達理論 
３）家族ストレス対処理論 

事後課題３ 
 

第８回 

家族への支援３（松田）：家族アセスメントモデル、
家族支援モデル 
１）フリードマン家族アセスメントモデル 
２）生活力量モデル 
３）家族看護エンパワメントモデル 
＊特にフリードマン家族アセスメントを用いて家族ア
セスメントを行う 

 

第９回 
家族への支援４（松田）：事例を用いての演習 
１）事例の概要 
２）事例を用いてアセスメントを行う 

事後課題４ 



３）事例の問題を考え、家族支援の必要性を理解する 

第１０回 

家族への支援５（松田）：家庭訪問 
１）家庭訪問の目的、意義、選定について 
２）家庭訪問のプロセス 
①対象の選定 
②訪問計画 
③家庭訪問で考慮すること 

 

第１１回 
地域（集団・組織）への支援１（久井）：療養生活を
支えるとは 
社会の変化と看護師に求められる能力 

 

第１２回 

地域（集団・組織）への支援２（久井）：保健・医
療・福祉とは 
退院後の療養生活のニーズをアセスメントする視点を
再考する 

事後課題５ 
 

第１３回 

地域（集団・組織）への支援３（久井）：保健・医
療・福祉の連携 
１）連携の定義、構成要素、プロセス 
２）保健・医療・福祉の連携の具体的事例の展開 

 

第１４回 

地域（集団・組織）への支援４（久井）：地域包括ケ
アシステムとは 
１）連携とシステムの違い 
２）地域包括ケアシステムとは何か 
３）自助、互助、共助、公助の活動 

 

第１５回 

地域（集団・組織）への支援５（久井）：看護師と地
域包括ケア 
１）地域包括ケアにおける看護師の働き・役割 
２）切れ目のない支援の具体的事例 

事後課題６ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH404-
M01 

2.科目名 公衆衛生看護学実習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松田宣子、中世古恵美、久井志保 

5.授業科目の区分 
公衆衛生看護分野にお
ける実務経験のある教
員における授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 

10.取得資格の要件 保健師 11.先修条件 
公衆衛生看護学概論、個人・家族・集団・
組織の支援活動論、公衆衛生看護活動展開
演習、公衆衛生看護管理論の修得 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 公衆衛生看護学分野選択の学生のみ履修可能 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
保健所・市町村実習：保健所及び市町保健センターでの行政保健師の活動の場への参加をと
おして、公衆衛生看護活動における実践にに必要な基礎的能力を獲得する。 
産業保健実習：産業保健活動の対象となる人々（労働者）とその家族の健康と安全を保持増
進するための保健活動と産業保健における看護専門職の役割と機能、求められる能力につい
て理解する。 
学校保健実習：学校教育活動の一環である学校保健活動および養護教諭の職務の内容を知
り、発育発達過程にある児童生徒に応じた保健教育、保健管理について理解する。 
【概要】 
公衆衛生看護学実習は主たる活動の場である１）保健所・市町村、２）産業保健、３）学校
保健の３箇所で実習を行います。この実習に統合看護実習（公衆衛生看護学分野）を合わせ
て、保健師として活動する上で必要な実践的知識と技術の獲得を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性、（３）多様性理解、（４）
問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキル、（６）専門的知識・技能の活用力に関
連しています 
それぞれの実習場所での目標は以下の通りです。 
＜保健所・市町村＞ 
（１）地域ニーズを把握する方法を理解できる 
１） 地域における個人・家族、集団、コミュニティの特徴と支援のあり方を理解できる。 
２） 健康レベルの違いよる対象者の特徴とその支援のあり方を理解できる。 
３） 発達段階に応じた対象者の特徴とその支援のあり方を理解 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 各実習要項に詳細を提示します。 

22.コメント 

公衆衛生の３つの領域である一般公衆衛生（保健所・市町村）、産業保健、学校保健での公
衆衛生の専門家としての実践に必要な基本的知識と技術を獲得する機会です。保健師とはど
ういう仕事なのか、社会から求められる役割は何なのか、それぞれの実習でしっかりと学ん
でください。 

23.オフィスアワー 
松田： 研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 
久井： 研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）木曜日昼休み 
中世古：研究室 水曜日Ⅲ時限目、センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
 
詳細は各実習要項に提示します。 

 



 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN102-
M51 

2.科目名 基礎看護方法論 （2021 年度生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真生 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の基盤となる看護技術の基本的な考え方、および看護技術の実践において基盤をなす方
法論について理解し、基本的な看護技術に関する知識・技術を習得することをねらいとす
る。具体的には、看護の対象となる人々と援助的人間関係の構築、療養環境を整えるための
援助、ヘルスアセスメントにかかわる基本技法について学習する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
１．看護におけるヘルスアセスメントの意義と目的が理解できる。 
２．フィジカルイグザミネーションの基礎的知識が理解できる。 
３．フィジカルイグザミネーションの基礎的な技術が理解できる。 
４．系統別にフィジカルアセスメントの基礎が実施できる。 

19.教科書・教材 
基礎看護技術Ⅰ：医学書院 
基礎看護技術Ⅱ：医学書院 
はじめてのフィジカルアセスメント：メディカルフレンド社 

20.参考文献  

21.成績評価 

総括試験 50％ 
提出物 20％ 
技術到達チェック 20％ 
グループワーク 10％ 

22.コメント 
形態機能学等の既習の知識を整理し、毎時間、ナーシングスキル等を活用して、主体的な姿
勢で臨むこと。 
実習室開放時間等を活用し、技術習得に努力すること。 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1〜２ 
ガイダンス 
ヘルスアセスメントの意義・目的 
フィジカルイグザミネーションの基本的知識 

ユニフォーム、ナースシューズ着用。髪の毛
等は基礎看護学実習Ⅰに準じて整える。（以
降、特に指示がない限り同様） 
該当部のテキスト、ナーシングスキルなどで
事前学習すること（以降、同様） 

３〜６ 
活動・休息に伴うアセスメント 
 演習：安楽な体位、体位変換、移乗・移送等  

７〜８ 健康歴の聴取、身体計測  

９〜16 
呼吸・循環・体温のアセスメント 
演習：バイタルサインの測定、心音・呼吸音聴取 etc 
 

 



17〜22 

消化器系のアセスメント 
演習：腹部の触診、調音の聴取、食事介助（口腔ケア
含む）、床上排泄の援助 etc 
 

 

23〜26 筋骨格系・神経系のアセスメント  
27〜28 頭部・頸部、感覚器のアセスメント  
29 まとめ・総括試験  
30 シミュレーション演習  
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN103-
M51 

2.科目名 
基礎看護技術Ⅰ（生活援助） （2021 年度
生） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真生、福⻄さだ子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

あらゆる看護援助の基盤となる安全・安楽な療養生活を支援するための看護技術の習得を目
指す。講義、視聴覚教材の視聴、患者役・看護師役のロールプレイを通し、食生活や排泄を
整えるための援助、清潔や衣服を整えるための援助、活動・休息の援助等に係る看護技術を
学習する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
１．看護実践に共通する基本的技術の概念が理解できる。 
２．日常生活行動への援助を展開するために必要な知識が理解できる。 
３．日常生活行動への援助を展開するために必要な技術の基礎を習得できる。 

19.教科書・教材 基礎看護技術Ⅰ：医学書院 
基礎看護技術Ⅱ：医学書院 

20.参考文献  

21.成績評価 

総括試験 50％ 
提出物（内容チェック含む）20％ 
技術到達チェック 20％ 
グループワーク 10％ 

22.コメント 
既習の知識の整理を行っておくこと。 
毎時間、予習して主体的に臨むこと。 
実習室開放時間等を活用して、技術習得に努力すること。 

23.オフィスアワー 蛭子：センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１〜６ 

ガイダンス・看護技術の基本的要素・療養環境を整え
る援助 
演習：手洗い、ベッドメーキング（ボディメカニクス
含む）、リネン交換 etc 
 

ユニフォーム、ナースシューズ着用。 
髪の毛等身づくろいについては、基礎看護学
実習Ⅰに準じること。 
（特に指示がないかぎり、次回以降も同様） 
該当部のテキスト、ナーシングスキルなどで
事前学習すること（以降、同様） 

７〜14 清潔の援助 
演習：清拭、部分浴、洗髪、寝衣交換 etc 

 

15 まとめ・総括試験  
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN104-
M51 

2.科目名 基礎看護技術Ⅱ（治療援助） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真生、福⻄さだ子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

療養を支えるための診療補助行為に関わる基本的な看護技術の習得を目指す。講義、視聴覚
教材の視聴、デモンストレーション見学、患者役・看護師役のロールプレイを通し、感染予
防に関わる援助技術や、薬物療法に関わる援助技術等について学習する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力 
に対応しています。 
① 診療・治療に伴う援助に必要な知識を理解し説明できる。 
② 診療・治療に伴う援助に必要な技術の基礎を理解し演習で実践できる。 
③ 感染予防に関わる援助方法を理解し演習で実践できる。 
④ 薬物療法に関わる援助方法を理解し演習で実践できる。 
 

19.教科書・教材 
基礎看護技術Ⅰ：医学書院 
基礎看護技術Ⅱ：医学書院 

20.参考文献  

21.成績評価 
総括試験 50％ 
提出物（内容評価含む）30％ 
グループワーク 20％ 

22.コメント 毎時間予習して、主体的に臨むこと 
23.オフィスアワー 蛭子：センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
ガイダンス 
診療の援助技術・診療時の援助・感染予防 

ユニフォーム、ナースシューズ着用。髪の毛
等は基礎看護学実習Ⅰに準じて整えること
（以降、特に指示がなければ同様） 
該当部のテキスト、ナーシングスキルなどで
事前学習すること（以降、同様） 

２〜５ 
 

感染予防 
演習：無菌操作、ガウンテクニック etc 

 

６〜９ 排泄機能障害の援助 
演習；浣腸、一時的導尿 etc 

 

10〜14 
薬物療法の援助 
演習：皮下注射 etc 

 

15 まとめ・総括試験  
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN106-
M51 

2.科目名 基礎看護方法論(フィジカルアセスメント） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真生 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の対象となる方の身体状態を把握する意義と重要性を理解し、系統的に観察・評価を行
うための看護技術の習得を目指す。講義・視聴覚教材の視聴、デモンストレーション見学、
患者役・看護師役のロールプレイを実施し、主に、呼吸・循環に関するアセスメント、消化
器系に関するアセスメント、脳神経系に関するアセスメント、運動器系に関するアセスメン
ト等を通して、フィジカルアセスメントの基本技術について学習する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
① 看護におけるヘルスアセスメントの目的と意義を理解し説明できる。 
② フィジカルアセスメントの目的と意義を理解し説明できる。 
③ フィジカルアセスメントに関わる基本技法を理解し演習で実践できる。 
 

19.教科書・教材 
基礎看護技術Ⅰ：医学書院 
基礎看護技術Ⅱ：医学書院 
はじめてのフィジカルアセスメント：メディカルフレンド社 

20.参考文献  

21.成績評価 

総括試験 50％ 
提出物 20％ 
技術到達チェック 20％ 
グループワーク 10％ 

22.コメント 
形態機能学等の既習の知識を整理し、毎時間、ナーシングスキル等を活用して、主体的な姿
勢で臨むこと。 
実習室開放時間等を活用し、技術習得に努力すること。 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1〜4 

ガイダンス 
ヘルスアセスメントの意義・目的 
フィジカルイグザミネーションの基本的知識  
健康歴の聴取、身体計測 

ユニフォーム、ナースシューズ着用。髪の毛
等は基礎看護学実習Ⅰに準じて整える。（以
降、特に指示がない限り同様） 
該当部のテキスト、ナーシングスキルなどで
事前学習すること（以降、同様） 

5〜12 
呼吸・循環・体温のアセスメント 
演習：バイタルサインの測定、心音・呼吸音聴取 etc 
 

 

13 
消化器系のアセスメント 
演習：腹部の触診、腸音の聴取 etc 

 



14 
筋骨格系・神経系のアセスメント  
頭部・頸部、感覚器のアセスメント  
 

 

15 
まとめ・総括試験 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN107-
M51 

2.科目名 基礎看護技術Ⅰ（生活援助） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真生、福⻄さだ子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

あらゆる看護援助の基盤となる、安全・安楽な療養生活を支援するための看護技術の習得を
目指す。講義、視聴覚教材の視聴、デモンストレーション見学、患者役・看護師役のロール
プレイを実施し、主に、環境を整えるための援助、食生活や排泄を整えるための援助、清潔
や衣服を整えるための援助、活動・休息に関わる援助等を通して、安全・安楽、自立を目指
した看護技術を学習する。また、看護の対象となる人々との援助的人間関係の構築について
探求する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
①看護実践に共通する基本的技術の概念を理解し説明できる。 
②看護専門職者によるケアの対象となる人々と援助的関係を構築するための基本的なコミュ
ニケーションについて理解し,ロールプレイ演習で実践できる。 
③療養環境を整えるための援助方法を理解し演習で実践できる。 
④日常生活行動を整えるた 

19.教科書・教材 
基礎看護技術Ⅰ：医学書院 
基礎看護技術Ⅱ：医学書院 

20.参考文献  

21.成績評価 

総括試験 50％ 
提出物（内容チェック含む）20％ 
技術到達チェック 20％ 
グループワーク 10％ 

22.コメント 
既習の知識の整理を行っておくこと。 
毎時間、予習して主体的に臨むこと。 
実習室開放時間等を活用して、技術習得に努力すること。 

23.オフィスアワー 蛭子：センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１〜10 

ガイダンス・看護技術の基本的要素・療養環境を整え
る援助、活動・休息を整える援助 
演習：手洗い、ベッドメーキング（ボディメカニクス
含む）、リネン交換、体位変換 etc 
 

ユニフォーム、ナースシューズ着用。 
髪の毛等身づくろいについては、基礎看護学
実習Ⅰに準じること。 
（特に指示がないかぎり、次回以降も同様） 
該当部のテキスト、ナーシングスキルなどで
事前学習すること（以降、同様） 

11〜20 
清潔の援助 
演習：清拭、部分浴、洗髪、寝衣交換 etc  

21〜28 食生活・排泄を整える援助  



29〜30 まとめ・技術到達チェック・総括試験  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN202-
M81 

2.科目名 基礎看護学実習Ⅱ（看護援助過程） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真生、福⻄さだ子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 2 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
１年配当必修の専門科目単位修得 
基礎看護技術Ⅲ単位修得 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

健康障害により日常の生活援助を必要とする患者に対して、既習の看護学の知識・技術・態
度を適用・応用し、患者を総合的に理解して、個別的な看護活動を実施するための基礎的能
力を習得することを目標とする。１名の患者を受け持ち、患者と援助的人間関係を築き、安
全・安楽に基づく看護過程を展開するプロセスについて学ぶ． 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
① 看護学生として自己の言動と行動に責任を持つことができる。 
② 受け持ち患者と援助的関係を構築するため、コミュニケーションを図ることがで
きる。 
③ 情報収集、情報の整理、および分類ができる。 
④ 看護問題を抽出し、看護計画を立案できる。 
⑤ 立案した計画に基づいた看護援助を行い、そ 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習内容・態度・記録から総合的に評価する。 
22.コメント  
23.オフィスアワー 蛭子：センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

2 月上旬から 3 月中旬にかけて、３〜４班に分かれて
実施。 
別途、オリエンテーションを実施。 
詳細は、基礎看護学実習Ⅱ要項参照。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN301-
M51 

2.科目名 セイフティマネジメント 3.単位数 1 

4.授業担当教員 木下智香子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 看護学科 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護業務（看護師・助産師・保健師業務）に関連した医療事故の事例の検討を通し、看護業
務におけ  る安全管理の意義と看護専?職者の責任を学び、医療事故の背景にあるリスクフ
ァクターと関連要因、予防対策について学ぶ。なお、本講義は基礎看護学実習Ⅱに先?ち開
講する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

医療を安全に遂行するための看護専門職（看護師・助産師・保健師）としての責務を理解
し、看護業務の安全性を担保するための基礎的な知識を習得することを目標とする。 

19.教科書・教材 
医学書院 系統看護学講座 総合分野 看護の総合と実践② 医療安全 川村治子 著 第
4 版 3 刷（2020 年 2 月 1 日） 

20.参考文献  
21.成績評価 最終試験（１００％） 

22.コメント 
受講生へのメッセージ 医療安全は看護専門職として働く上で基本となるものです。患者の
みならず、自分自身を守るためにも必要な知識であり、今後、業務を行う上で必ず求められ
ることですので、しっかりと学んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 「医療事故と看護師の法的責任」  

第 2 回 
「医療事故の現状と国内外の制度・組織的な安全対
策」 

 

第 3 回 
「医療事故の発生要因と予防対策について（診療の補
助業務）」 

 

第 4 回 
「医療事故の発生要因と予防対策について（診療の補
助業務）」  

第 5 回 「医療事故の発生要因と予防対策について（療養上の
世話）」 

 

第 6 回 
「医療事故の発生要因と予防対策について（感染管
理）」 

 

第 7 回 
「医療事故の発生要因と予防対策について（皮膚損
傷）」 

 

第 8 回 
「看護師の労働安全衛生上の事故防止」 
最終試験 

講義 30 分 
試験 60 分 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN302-
M51 

2.科目名 看護マネジメント 3.単位数 1 

4.授業担当教員 遠藤俊子、関口靖枝 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 看護学科 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護専門職者の活動における管理の基礎知識を習得し、効果的かつ最良な看護・助産・保健
サービスを提供するうえでの個人・組織の役割について理解することを目標とする。具体的
には、現在の医療システムにおける看護専門職によるサービスの仕組みを知り、安全で質の
高い援助を提供するための組織・体制上の課題について学ぶ。さらに、組織化およびリーダ
ーシップ、ストレスマネジメントに関する知識・技術を学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

具体的な到達目標として下記が挙げられる。 
① 医療システムにおける看護専門職者によるサービスの仕組みを理解し説明できる。 
② 安全で質の高いサービスを提供するための組織、体制上の課題について理解し説明でき
る。 
③ 看護管理において必要な組織化、リーダーシップに関する、基本的知識を理解し説明で
きる。 
④ 看護管理において必要なストレスマネジメントについて理解し説明できる。 

19.教科書・教材 
学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門 第 2 版 
原玲子 著  
B5 280 ページ（判型/ページ数） 2020 年 8 月発行 978-4-8180-2276-8 

20.参考文献 井部俊子 他．（2020）．看護管理学習テキスト 第２巻 看護サービスの質管理、第３巻 人材
管理論．東京．日本看護協会出版． 

21.成績評価 事前課題（レポート）20%、小テスト 20％、最終テスト（60％） 

22.コメント 
マネジメントは看護実践のあるところ全てにおいて必要とされています。働き始めた時に役
立つ内容ですので、共に考え、学びましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 看護マネジメント Webclass に事前課題・事後小テストを提示
します。 

第２回 看護サービス体制と質の評価  
第３回 看護管理と倫理  
第４回 目標管理と労務管理  
第５回 人材育成とキャリア開発  
第６回 情報と医療制度  
第７回 リスクマネジメント  
第８回 試験とまとめ  
   
   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF202-
M51 

2.科目名 小児看護援助論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 本田真也、中島登美子、横山利枝 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
 健康問題・障害を持つ子どもと家族について、さまざまな病期、発達段階にある子どもと
家族に対する看護の方法を身につける。 
【授業の概要】 
 健康問題・障害を持つ子どもと家族への看護展開の方法を個人またはグループで実際に事
例の展開を行うことを通して学ぶ。また、子どもの日常生活援助や治療援助についての技術
演習を実施し、小児看護を実践するための技術について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1) 自律性、(3) 多様性理解、(4) 問
題発見・解決力の学修に関連しています。 
1. 健康障害・問題、入院・通院・在宅療養が子どもと家族へ及ぼす影響を理解することが
できる。 
2. 健康障害の種類や子どもが受ける治療による子どもと家族への影響の違いについて理解
することができる。 
3. 子どもの健康障害の種類に応じた看護援助について理解することができる。 
4. 子どもの看護に必要な援助技術を習得することができる。 
5. 健康障害・問題をもつ子どもと家族 

19.教科書・教材 

奈良間美保．他（2020）：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学① 小児看護学概論・
小児臨床看護概論 第 14 版 医学書院．東京 
奈良間美保．他（2020）：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学② 小児臨床看護各論 
第 14 版 医学書院．東京 

20.参考文献 授業中に適宜、紹介する。 

21.成績評価 

【試験】＊学習目標 1〜3 
中間試験 20％（試験範囲は第 13 回授業を参照） 
総括試験  40%（試験範囲は第 30 回授業を参照） 
【課題レポート等】 
看護過程の展開 10％ ＊学習目標 1〜3, 5 最後まで完成したものの提出を必須とします 
プレパレーション 5% ＊学習目標 4 
看護技術演習(1) (2) 当日の演習課題と事前学習 25％ ＊学習目標 4 

22.コメント 

第 5-12, 15-16, 19-20, 24-29 回の授業は各単元の内容に沿った講義と事例を用いた看護過程
の展開（グループワーク）で構成します。 
◯これらの授業については事前課題を Web Class にて 1 週間前までに提示します。個々で
確認し、事前学習を行ったうえで毎回の授業に臨んで下さい。 
◆授業時間内に事前学習や授業内容の理解を確認するための小テストやフィードバックシー
トの記載を Web Class から行うことがあります。そのため、毎回の授業にはノート PC やタ
ブレット、スマートフォン等を持参してください 



23.オフィスアワー 
本田 日程調整中 
中島 日程調整中 
横山 日程調整中 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1-2（9/30） 
担当：本田 

コースオリエンテーション 
子どもと家族にとっての入院 
小児看護活動が展開される多様な場と多様な状況にお
ける子どもと家族の看護について、看護過程の概要と
ともに理解する。 
 

Text 該当頁 ①196-209, 212-223 
○授業時間内に 11/25 発表課題を提示する
（発表までに授業時間内・外にグループで作
業を行う） 

3-4（10/7） 
担当：本
田・中島・
横山 

小児看護技術演習(1) 身体計測・事故予防・移動・発
表準備 

Text 該当頁 ① 296-302 
★事前に提示した看護技術演習(1)の事前学
習内容をまとめたノートを演習終了時に提出
すること 
★授業終了までに当日の演習課題を提出する
こと 

5-6
（10/14） 
担当：横山 

小児期によくみられる症状とケア(1) 
ヘルスアセスメント・フィジカルアセスメント等を用
いて、子どもによくみられる症状とケアについて理解
する。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ①284-342、344-414 

7-8
（10/21） 
担当：中島 

小児期によくみられる症状とケア(2) 
呼吸器症状をもつ子どもと家族の看護について、小児
各期の発達特性をふまえた援助方法を学ぶ。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ②174-188（①313-316, 353-
360） 

9-10
（10/28） 
担当：本田 

周手術期における子どもの看護 
周手術期にある子どもと家族の看護について、小児各
期の発達特性をふまえた援助方法を学ぶ。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ①256-268 ②475-476, 482-
484 
（①345-353） 
○看護技術演習(2)の事前学習内容を提示す
るため、各自で確認し、12/9 までに学習す
ること 
 

11-12
（11/5） 
担当：横山 

健康障害をもつ子どもの看護(1) 
腎機能障害のある子どもと家族の看護について、小児
各期の発達特性や個別性をふまえた援助方法を学ぶ。 
 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ②338-378 

13-14
（11/11） 
担当：本
田・中島・
横山・特別
講師 

中間試験・特別講義・発表準備 
中間試験 試験範囲は、第 1〜12 回とする（但し、
第 3〜4 回は除く）。 
特別講義「子どもとの効果的なコミュニケーションの
取り方」（クリニクラウンによる講義を予定） 

◯課題レポート「看護過程の展開」の内容・
事例を Web Class にて提示するため、各自
で確認すること 

15-16
（11/18） 
担当：本田 

健康障害をもつ子どもの看護(2) 
循環機能障害をもつ子どもと家族の看護について、小
児各期の発達特性や個別性をふまえた援助方法を学
ぶ。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ②190-222 

17-18
（11/25） 

子どもへの健康教育の発表 
子どもが身体の仕組みや健康管理を理解するための方

★授業時間内に評価表を記載し、提出するこ
と 



担当：本
田・中島・
横山 

法を検討する。 

19-20
（12/2） 
担当：横山 

健康障害をもつ子どもの看護(3) 
活動制限のある子どもと家族の看護について、小児各
期の発達特性や個別性をふまえた援助方法を学ぶ。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ②416-434 

21-23
（12/9） 
担当：中
島・本田・
横山 
 

小児看護技術演習(2) バイタルサイン測定・与薬・輸
液管理 
小児各期の特徴を踏まえた看護援助技術を学ぶ。 

Text 該当頁 ① 284-296, 419-423, 430-439 
★演習終了時に看護技術演習(2)の事前学習
内容をまとめたノートを提出すること 
★授業終了までに当日の演習課題を提出する
こと 

24-25
（12/16） 
担当：中島 

健康障害をもつ子どもの看護(4) 
低出生体重児・早期産児と家族の看護について、発達
特性や個別性をふまえた援助方法を学ぶ。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ②18-64 ①480-492 

26-27
（12/23） 
担当：中島 

健康障害をもつ子どもの看護(5) 
悪性疾患をもつ子どもと家族の看護について、小児各
期の発達特性および倫理的側面をふまえた援助方法を
学ぶ。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ①269-282 ②282-300 
★課題レポート「看護過程の展開」提出 

28-29
（1/6） 
担当：本田 

小児科外来・在宅ケアにおける看護 
小児期に特有な疾患や健康障害をもち在宅に移行する
子どもと家族の看護について、他職種・他機関との連
携をふまえた小児科外来、在宅ケアにおける看護につ
いて学ぶ。 

◯事前学習項目は Web Class にて提示する 
Text 該当頁 ①223-239 

30（1/20） 
担当：中
島・本田・
横山 

総括試験 ◯試験範囲は第 1〜29 回とする（但し、第
3-4, 13-14, 21-23 回は除く）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF204-
M51 

2.科目名 ⺟性看護援助論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験科目 11.先修条件 ⺟性健康看護学概論 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
妊娠・分娩・産褥期に起こる心身の変化と社会的側面の特徴を理解したうえで、マタニティ
サイクルにある女性とその家族の看護について実践できる 
【概要】 
妊娠・分娩・産褥期に起こる心身の変化と社会的側面の特徴について学び、マタニティサイ
クル各期における看護実践に必要な課題を理解し、マタニティサイクルにある女性とその家
族に必要な支援について実践できる能力を聴講やグループワークを通して獲得する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は、看護学科 DP(4)-(6)に該当する科目です 
 （4）問題発見・解決力 （5）コミュニケーションスキル （6）専門的知識・技能の活用力 
１）既習の生殖生理に関する知識を基盤にマタニティサイクル各期（妊娠・分娩・産褥・育
児期）に起こる心身の変化と日常生活の特徴について理解し、看護の課題と支援の方法につ
いて説明できる。 
２）マタニティサイクル各期に起こる正常からの逸脱、およびハイリスク妊娠・分娩の問題
について理解し、看護の課題と支援の方法について説明できる。 
３）胎児期・新生児の生理と発育・発達につ 

19.教科書・教材 

1..小林康江他編著 ナーシング・グラフィカ ⺟性看護学②⺟性看護の実践 メディカ出版 
2022 
2..荒木奈緒他編著 ナーシング・グラフィカ ⺟性看護学③⺟性看護学技術 メディカ出版 
2022 
3.医療情報科学研究所編集  メディックメディア   病気がみえる vol.10: 産科 

20.参考文献 厚生労働統計協会編集 国⺠衛星の動向 2020/2021 

21.成績評価 

テスト 70 点（WEBCLASS 小テスト 30 点 総括テスト 40 点） 
小テスト：学習目標 1） 
総括テスト：学習目標 1）〜4） 
看護過程 課題１（妊娠期）15 点、課題２（産褥・新生児期）15 点： 
課題１：学習目標 1）2） 
課題２：学習目標 3）4） 
 

22.コメント 

本授業で学習する内容が 3 年次に履修する⺟性看護学実習（臨地実習）の基礎となりま
す。 
実習で出会う対象者の方々に、看護者としての責任が果たせるよう、⺟性看護学の知識・技
術を確実に身につられるよう、毎回の授業の内容に該当するテキストのページを参照して事
前事後学習をして授業に臨んでください。 
 

23.オフィスアワー 
有本 ⽕曜日 2 限 
遠藤 水曜日 2 限 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回 9/27 ⽕ 
3 限  
2 回       
⽕ 4 限  
 

【講義】妊娠期における看護 (遠藤) 
 

【事前課題】 
 テキスト 2 第 2 
 

3 回 10/4 ⽕ 
3 限  
４回     ⽕ 
4 限 
 

【講義】妊娠期の異常と看護 (遠藤) 

【事前課題】 
 テキスト２ 第 3 
【事後課題】 
WEBCLASS 小テスト① 
 

5 回 10/11
⽕ 3 限 
6 回          
⽕ 4 限 
 

【講義】分娩期における看護（遠藤） 
 

【事前課題】 
 テキスト２ 第 4 
 

7 回  10/18 
⽕ 3 限 
8 回          
⽕ 4 限 
 

【講義】分娩期における異常と看護 (遠藤) 
 

【事前課題】 
 テキスト２ 第 5 
【事後課題】 
 WEBCLASS 小テスト② 
 

9 回 10/ 25
⽕ 3 限 
10 回           
⽕ 4 限 
 

【演習】グループワーク 
  妊娠期の事例と看護過程 (遠藤・有本) 
 

【持参資料】 
 テキスト２、３ 
 病気が見える１０ 産科 
【事後課題】 
 看護過程レポート：課題 1 
 

11 回 11/1 
⽕ 3 限 
12 回         
⽕ 4 限 
 

4 限【講義】 ⺟性看護において基盤となる概念と⺟
性看護 (遠藤) 
 １．役割理論 
 ２．愛着理論 
 ３．親子の絆・⺟子相互作用理論 
 ４．家族理論 
 

【持参資料】 
 テキスト１・２ 
※春学期「⺟性健康看護学概論」の講義資料
も参考とする  
 

13 回  11/8
⽕:3 限 
14 回         
⽕:4 限 
 

【講義】産褥期における看護 (有本) 
 

【事前課題】 
 テキスト２ 第６ 
 

15 回  
11/15 ⽕ 3
限 
16 回            
⽕ 4 限 
 

３限【講義】産褥期の看護 (有本) 
４限【講義】⺟乳育児支援（有本） 
     
 

【事前課題】 
 テキスト 7 
 

17 回  【講義】 産褥期の異常と看護 (有本) 【事前課題】 



11/22 ⽕ 3
限 
18 回          
⽕ 4 限 
 

  テキスト２ 第８ 
【事後課題】 
 WEBCLASS 小テスト③ 
 

19 回  
11/29 ⽕ 3
限 
20 回          
⽕ 4 限 
 

【講義】新生児の看護 (有本) 
【事前課題】 
 テキスト２ 第 9 
 

21 回  12/6 
⽕ 3 限 
22 回          
⽕ 4 限 

【講義】新生児期の異常と看護 （有本） 
【事前課題】 
 テキスト２ 第 10 
 

23 回 12/ 13
⽕ 3 限 
24 回               
4 限 

【演習】 
産褥期の事例と看護過程 １（有本） 

【持参資料】 
 テキスト２、３ 
 病気が見える１０ 産科 
【冬休み中の課題】 
  授業中に提示 

25 回 1/10
⽕ 3 限 
26 回        
⽕ 4 限 

【演習】 
産褥期の事例と看護過程 ２（有本） 
※27・28 回（演習：産褥期の事例展開２）と 29・30
回（演習：褥婦・新生児に対する看護技術）はクラス
を 1/2 に分け、表・裏で展開する 

【持参資料】 
 テキスト ２、３ 
 病気が見える１０ 産科 
【講義 29 回 30 回の事前学習課題】 
４つのテーマから 1 つ選択しグループで話
し合い発表できる準備をおこなう 

27 回 1/17
⽕ 3 限 
28 回             
4 限 

【演習】 
１．褥婦に対する看護技術 
    進行性変化・退行性変化のアセスメント 
２．新生児に対する看護技術 
    新生児のフィジカルアセスメント（計測含
む） 
    沐浴 
                                                    
（遠藤・有本） 

【事前課題】 
①WEBCLASS の動画を視聴 
②WEBCLASS 小テスト⑥ 
演習の準備 
実習に準じた服装で演習に臨む 
・ユニフォーム 
・ナースシューズ 
・爪を短く切り、髪を整えて演習に参加する
こと。 
※テキスト３を持参の事 

29 回 1/24
⽕ 3 限 
30 回             
4 限 

【講義・グループディスカッション】特別な配慮が必
要な妊産婦と家族への支援 （有本） 
 １）特定妊婦と生まれた時への支援 
 ２）不妊治療後の妊娠・出産 
 ３）外国人妊産褥婦への支援 
 ４）災害時の妊産褥婦の支援 
【総括】科目終了にあたってのまとめ 

【事前課題】 
 テキスト２ 第 11 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF205-
M51 

2.科目名 基礎助産学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤益子、小河原みゆき、中島通子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件 助産師国家試験受験科目 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義及びグループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

助産ケアを行う際の基盤となる考え方を学ぶ。 
１．助産の意義、助産師の専門性と業務について理解する。 
２．助産の歴史及び助産師の活動について理解する。 
３．⺟子保健の動向や諸制度について理解する。 
４．助産実践における倫理的な原則や生殖に伴う権利等について学ぶ。 
5.助産の対象である女性について性的特性・発達課題と健康問題について学ぶ。 
6.性の健康への支援について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1) 助産の概念、助産師の専門性と業務を説明できる。 
2) 我が国のお産の歴史と文化について説明できる。 
3) 我が国の⺟子保健の動向と課題について説明できる。 
4) 我が国の助産師教育の特徴を諸外国と対比して説明できる。 
5) 生命倫理・助産領域における倫理的課題及び特徴が説明できる。 
6)女性の身体の仕組み(ホルモン動態を含む)を学ぶ。 
7)性の健康のための支援について学ぶ。 
8)セックスカウンセリング・性教育について学ぶ。 

19.教科書・教材 助産学講座 1 巻 助産学概論 
助産師基礎教育テキスト 2 巻 ウィメンズヘルス 

20.参考文献 助産学講座  第 2 巻 基礎助産学 1  
助産師業務要覧 第 3 版 基礎編 

21.成績評価 
レポート提出（4 回）40％ 
最終試験      50% 
学習への参加   10% 

22.コメント 
授業の内容は、前後することがあります。 
その際は前の時間に次回の予告をします。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日の授業前後の時間 
 11:30-12:40 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション (齋藤) 
 生命の誕生に関するこれまでの経験を語り、 
  これから自分の目指す助産学への期待について自己
の考えを述べる。 
  助産の概念  助産の対象、助産の原理・原則につい
て 
 

助産学概論のテキスト、自分の⺟子健康手帳 

第 2 回 
助産の対象としての女性(齋藤) 
 女性の身体のしくみ (外性器・内性器) 
   女性の生理学 女性の一生と性ホルモン 

テキスト 
 助産師基礎教育テキスト第 2 巻 
  



  ホルモン動態・基礎体温・月経周期に伴う心身の
変化 
    女性が発症しやすい疾患などについて 

各授業のテーマに関して⺟性看護学概論で学
んだことを復習してくること。 
 以下同じ 

第 3 回 
助産師の専門性と助産業務(中島) 
助産の歴史と文化(中島) 

助産学講座 第 1 巻 
 

第 4 回 

助産師が行うケア① (齋藤) 
   ウィメンズヘルスケア 
 思春期女性のケア 思春期の発達課題とケア 
 思春期の健康問題 

テキスト 
 助産師基礎教育テキスト第 2 版 
テーマに関するところをよんでくること 

第 5 回 

成熟期女性のケア (中島) 
 成熟期女性の特性と健康課題 
 成熟期女性の病気とケア 
 

助産師基礎教育テキスト第 2 版 
 

第 6 回 

中高年女性のケア(中島) 
 中高年女性の特性と健康課題 
  更年期の諸問題とケア 
 中高年女性のヘルスケア 

助産師基礎教育テキスト第 2 版 

第 7 回 

地域⺟子保健活動 (小河原) 
 日本における⺟子保健の動向と課題 
  ⺟子保健の施策と助産師活動 
 

助産学講座 第 9 版地域⺟子保健 

第 8 回 
地域⺟子保健 (小河原) 
地域での子産み・子育てサポート 
 産後ケアの現状とあり方 

助産師基礎テキスト第 2 版 
 助産学講座第 2 版 
  以下同じ 

第 9 回 

性科学 sexuarity  ( 齋藤) 
   人間と性 
 セックスとジェンダー 
 性的欲望・性的指向・性反応など 

 

第 10 回 性感染症と予防教育 (齋藤)  

第 11 回 

セクシュアルヘルス(齋藤) 
 家族計画の基礎知識 
 各種避妊法 
 

家族計画始動の実際 
 医学書院 参考図書 

第 12 回 

セクシュアルカウンセリング (齋藤) 
 性の健康宣言(モントリオール宣言) 
   性の健康相談の進め方 
 健康教育としての性教育 

 

第 13 回 

助産活動と倫理(中島) 
 バイオエシックス生命倫理 
 助産師を取り巻く環境と倫理 
  ICM の倫理綱領 
  日本助産師会の倫理規定 
 

助産学講座第 1 版助産学概論 
他 

第 14 回 
助産師教育及び助産学研究の現状と今後の展望 (齋
藤・中島・小河原) 
 

助産学講座 第 1 巻 医学書院 

15 回 授業のまとめ、これからの助産師の在り方に関する意  



見交換(齋藤・中島・小河原) 
試験 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M01 

2.科目名 小児看護学実習 （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子、横山利枝、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直し 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を立てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を立てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M02 

2.科目名 小児看護学実習 （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子、横山利枝、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直し 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を立てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を立てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M03 

2.科目名 小児看護学実習 （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直し 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を立てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を立てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M04 

2.科目名 小児看護学実習 （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直し 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を立てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を立てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M05 

2.科目名 小児看護学実習 （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直し 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を立てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を立てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M06 

2.科目名 小児看護学実習 （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直し 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を立てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を立てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M07 

2.科目名 小児看護学実習 （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直し 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を立てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を立てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M01 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新生児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新生児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 
病棟実習 
(１)1-2 名の学生が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、

実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、
学びを深めたことについて具体的なテーマを



指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新生児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M02 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新生児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新生児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 
病棟実習 
(１)1-2 名の学生が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、

実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、
学びを深めたことについて具体的なテーマを



指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新生児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M03 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新生児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新生児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 
病棟実習 
(１)1-2 名の学生が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、

実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、
学びを深めたことについて具体的なテーマを



指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新生児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M04 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新生児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新生児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 
病棟実習 
(１)1-2 名の学生が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、

実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、
学びを深めたことについて具体的なテーマを



指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新生児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M05 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新生児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新生児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 
病棟実習 
(１)1-2 名の学生が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、

実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、
学びを深めたことについて具体的なテーマを



指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新生児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M06 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新生児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新生児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 
病棟実習 
(１)1-2 名の学生が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、

実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、
学びを深めたことについて具体的なテーマを



指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新生児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M07 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新生児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新生児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 
病棟実習 
(１)1-2 名の学生が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、

実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、
学びを深めたことについて具体的なテーマを



指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新生児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF303-
M81 

2.科目名 助産診断技術学Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤益子、小河原みゆき、中島通子、野村和久 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 助産師国家試験受験資格 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 演習 
16.履修制限 助産学選択分野を志望している者 

17.授業の目的と概要 
妊娠・産褥・新生児期各期における心身の特徴と経過を理解し、妊婦、褥婦、胎児・新生児
とその家族が正常な経過をたどるために必要な知識、助産援助を講義、演習を通して習得す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

妊婦・胎児、褥婦、新生児の正常経過について説明できる。 
妊娠・胎児、産褥、新生児期の各期のアセスメントの視点と必要な助産援助が説明できる。 
妊婦・胎児、褥婦、新生児の援助に必要な助産技術を習得することができる。 
妊婦・胎児、褥婦、新生児の事例を通して、助産過程を展開することができる。 

19.教科書・教材 

①助産師基礎教育テキスト第 4 巻 妊娠期の診断とケア、森恵美、日本看護協会出版会 
②助産師基礎教育テキスト第 6 巻 産褥期のケア 新生児期・乳幼児期のケア、横尾京子、
日本看護協会出版会 
③マタニティ診断ガイドブック第 6 巻 日本助産診断実践学会編、医学書院 
 

20.参考文献 

①助産学講座５ 助産診断・技術学Ⅰ、医学書院.  助産学講座６ 助産診断・技術学Ⅱ、医
学書院． 
②家族計画指導の実際 医学書院 
③実践 マタニティ診断 第 5 版、日本助産診断実践学会編、医学書院. 
④病気が見える、産科 第 4 版、医療情報科学研究所、メディックメディア. 
⑤マタニティサイクルの実践保健指導 妊娠期、鈴木由美、丸善プラネット、2013. 
⑥マタニティサイクルの実践保健指導 産褥期、鈴木由美、丸善プラネット、2013． 
⑦ウェルネス看護診断にもとづく⺟性看護過程、第 3 版、太田操、医⻭薬出版. 
⑧図 

21.成績評価 
演習レポート・課題レポート（提出物の内容、期限など） 30％ 
保健指導の発表 10％ 
学科試験 60％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
第 1 回 
1 月 26 日
（⽕）4 限 
第 2 回  
1 月 27 日
（水）4 限 

授業の展開について 
助産診断の考え方と計画立案 
助産師が行う妊娠期のケア  
妊娠の生理と診断、妊婦の心理社会的側面のアセスメ
ント                                    
（担当：齋藤） 

配布資料 
教科書① 
教科書③ 
 

第 3〜4 回 
2 月 6 日
（土） 

講義：妊娠期の診断 超音波診断    （担当:野
村医師） 

配布資料 
別途配布する 



1・2 限 
第 5〜6 回 
2 月 8 日
（月） 
3・4 限 

GW：妊娠期のアセスメント 
・妊娠初期、中期、後期の助産診断         （担
当:斎藤） 

配布資料 
教科書① 
参考文献④⑧ 

第 7〜9 回  
2 月 9 日
（⽕） 
2-4 限 

GW：妊娠期の保健指導案の立案 
a.食事（貧血・HDP・つわり）b.運動（妊婦体操を含
む）と休息（姿勢）、ｃ..⺟乳育児（手入れ・準備）
ｄ.出産準備（分娩徴候・分娩時の過ごし方）、いずれ
かひとつパンフレットを作成する 。（４Ｇに分かれ
て）  （担当:中島） 

以降、その都度指示する。 
 

第 10-11 回 
2 月 10 日
（水）1・2
限 

1 限 妊娠期の保健指導の実際の発表（PP）  
（担当：全教員）  
2 限 GW：褥婦と新生児の保健指導案の立案 (中
島・小河原) 
 

 
保健指導案の記録用紙提出 

第 12・13 回 
 2 月 12 日
（金） 
2-3 限 

2-3 限 
GW：褥婦と新生児の保健指導案の立案 (中島・小
河原) 
 

 

第 14・15 回 
2 月 17 日
（水） 
1・2 限 
 

妊娠・産褥・新生児に対する助産技術 演習 
     妊婦健康診査      超音波診査・内
診以外 (齋藤) 
     褥婦の健康診査    内診以外                   
(小河原) 
     新生児健康診査・諸計測                          
(中島) 
     沐浴の実際   (  助産コース 4 年生 ) 
  
 

 

第 16-18 回 
2 月 18 日
（木） 
2-4 限 

2 限 
褥婦と新生児の保健指導の実際 発表 （担当：教員
全員） 
3 限 
講義:褥婦の健康診査と診断 (担当小河原) 
4 限 
講義：新生児の健康診査と診断 (担当 中島) 
 

保健指導案の記録用紙提出 

第 19-20 回 
2 月 19 日
（金）3・4
限 

助産過程の展開 事例の提示  (齋藤) 
GW:妊娠期の助産過程の展開 
   4 グループに分かれて  
 

助産過程 
 実習記録提出 

第 21-23 回 
2 月 22 日
（月） 
2-4 限 

２・３限 
 GW:産褥、新生児期の助産過程の展開 
 1-2G :産褥期の助産過程の展開 
 3-4G :新生児の助産過程の展開 
   事例をもとに診断してケアプランまで作成す
る。 

助産過程 
 実習記録提出 



4 限  
 GW 発表：助産過程の展開について発表し共有す
る。  
  
 

第 24〜26 回 
 2 月 24 日
（水） 
1-3 限 

演習：健康教育の企画と実際 
１限 講義:教育技法について（斎藤） 
２・３限  GW:①1-2 グループパパママクラスの企
画 と教材案 
        ②3-4 グループ性教育の企画と教材
案  
 

 

第 27 回 
3 月 1 日
（月） 
1 限 

試験  科目試験 60 分  

第 28-29 回 
3 月 1 日
（月） 
2・3 限 
 

演習：健康教育の企画と実際 
    GW:①1-2 グループパパママクラスの企画 
と教材案 
      ②3-4 グループ性教育の企画と教材案  
 

 

第 30 回 
3 月 3 日
（水） 
2 限 

発表とまとめ（担当：教員全員） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF304-
M51 

2.科目名 助産管理 3.単位数 1 

4.授業担当教員 齋藤益子、小河原みゆき、中島通子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年 
10.取得資格の要件 助産師国家試験受験科目 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 
1.助産業務に関する法令や倫理規定を学び、助産業務の範囲、専門職としての役割と責務を
理解する。 
2.助産管理の概念、助産業務上の管理・運営の実際と課題を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.助産業務に関する法令を説明できる。 
2.助産業務に関する倫理規定を説明できる。 
3.助産業務に法的範囲を説明できる。 
4.助産師の役割と責務を説明できる。 
5.助産業務を取り巻く医療事故の特徴を説明できる。 
6.助産に関するサービスの評価方法を説明できる。 
7.助産に関するリスクマネージメントの特徴を説明できる。 
8.病院・診療所における助産業務管理の特徴を説明できる。 
9.助産所における助産業務管理の特徴を説明できる。 

19.教科書・教材 1.助産学講座 10 助産管理 医学書院 
2.福井トシ子編：助産師業務要Ⅰ巻(基礎編） 日本看護協会出版会 

20.参考文献 
1.助産業務ガイドライン 2019 改定 日本助産師会 
 

21.成績評価 
最終試験 70％ 
レポート  30％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業前後の昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   

第 1 回 

オリエンテーション 
助産業務の概念と特性 
助産管理・看護管理の基本 
    (齋藤) 

テーマに関連するテキストの内容について事
前に読んでくること 
以後も同じ 

第 2 回 助産業務に係る法令・法的責務(中島) 復習 
第３回 助産業務を取り巻く法律・医療事故(中島) 復習 
第 4 回 助産の評価とリスクマネージメント(中島) 復習 

第 5 回 
病院・診療所・助産所における助産業務管理①(小河
原) 

復習 

第 6 回 病院診療所助産所の助産管理②(小河原) 復習 
第 7 回 助産業務と記録(齋藤) 復習 

第 8 回 
助産業務の将来展望と国際活動(齋藤) 
最終試験  

   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF402-
M01 

2.科目名 助産学実習 3.単位数 7 

4.授業担当教員 齋藤益子、小河原みゆき、中島通子 

5.授業科目の区分 
専門科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ４年 

10.取得資格の要件 助産師国家試験受験科目 11.先修条件 助産診断技術学Ⅱを履修し、単位を修得し
ていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 助産学選択分野選択者 

17.授業の目的と概要 助産師として対象者を総合的に理解し、正常分娩（ローリスク）を中心とした助産を実践す
るために必要な基礎的知識・技術・態度を修得することをねらいとする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1)助産診断及び助産技術を基盤として、妊婦・産婦・褥婦・新生児及びその家族の健康生活
を援助する助産師としての基礎的実践能力を修得する。 
2)正常分娩介助に必要な助産診断及び助産技術を修得する。 
3）⺟子とその家族の健康生活を援助するために、対象者の主体性や人格を尊重し、権利を
擁護する専門職としての倫理観を養う。 
4)保健医療福祉チームの役割と機能を理解し、多職種との連携を理解する。 
5)産科施設における助産業務管理の実際を理解する。 

19.教科書・教材 

・助産診断技術学Ⅰ・Ⅱで使用したテキスト・資料 
・プリンシブル産婦人科学産科編 
・ベットサイドの新生児の診かた 
・産婦人科診療ガイドライン産科編 2017 
・助産業務ガイドライン 

20.参考文献  
21.成績評価 助産学実習評価基準に沿って評価する 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回から
158 回 

・妊産褥婦・新生児及び家族に関する助産診断実践過
程の展開 
・正常経過にある産婦の分娩介助 
・助産管理 
 詳細は助産額実習要綱を参照のこと 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NSC101-
A51 

2.科目名 環境とエネルギー (2018 年度生以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 今井良一 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 副専攻（環境を考える） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】持続可能な社会を次世代が受け継ぐために、私たちがどのように行動すればよいか
について考えることを目的とする。 
【概要】 
人類の生存にかかわる地球環境問題（地球温暖化、水環境の問題、放射能の問題、食環境の
問題など）の現実を学んで、その本質を知るとともに、地球環境を保全していくための方法
を学び、それを身につけていくことを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性 (2) 社会的貢献性 (3) 
多様性理解（4）問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
学習目標は次のとおりです。 
①地球温暖化や大気汚染、水不足、水質汚染、放射能汚染、食環境の悪化などの環境問題の
原因について正確に理解する。 
②その被害をうけやすい弱者、特に子どもへの深刻な被害について常に思いをはせる気持ち
を育む。 
③問題に対して、適切に対処できるようになる能力を養う。 
なお、本講義では、SDGs（持続可能な開発目標）の 17 のゴールのう 

19.教科書・教材 
今井清一／今井良一（2020）『増補改訂版 環境教育論−現代社会と生活環境−』鳥影社 
大学にて販売されるので購入すること。 
 

20.参考文献 授業内で適宜紹介する。 

21.成績評価 

①レポート（3 回分）＝45％ 【学習目標①②に対応】 
グループで議論した内容をレポートにまとめて提出。意見が教員と異なるとしても減点の対
象にはならない。講義の内容を理解し、きちんと論述できているかどうかで判断する。 
②総括試験＝55％ 【学習目標①②③に対応】 
総括試験は論述形式（2 題）とする。答案作成に際しては、まず講義内容を踏まえ解答する
ように心がけ、その上で各自の意見・感想を述べるようにすること。意見・感想が、教員と
異なるとしても、減点の対象にはならない。各自の意見・感想がない場合は、減点するので
注 

22.コメント 

①環境問題がいかに深刻であるかを知るとともに、子どもたちが豊かでかけがえのない地球
を受け継ぐために、私たちひとりひとりに一体何ができるかを常に考え、行動する姿勢をも
つこと。 
②講義の前後以外でも、WebClass にて質問ができます。質問にはできる限り即応するの
で、積極的に利用しましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
「環境とエネルギー」を学ぶにあたって―子どもたち
が持続可能な社会を受け継ぐために― 
・本講義で学習する環境問題について大まかに把握

・シラバスを必携のこと。 
復習:今回の復習 
予習：次回の予習（教科書を使って） 



し、講義の目標をしっかりと認識する。 
 

第 2 回 

「地球温暖化と気候の変動①」…教科書 pp.11〜25 
・地球温暖化のメカニズムと地球温暖化が地球上の生
命にどのような影響をおよぼすのかを解説する。 
 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 3 回 

「地球温暖化と気候の変動②」…教科書 pp.47〜72 
・いくつかの温室効果ガスの性質を知るとともに、地
球温暖化を解決するために、私たちひとりひとりがで
きることについて解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 4 回 
「水の浪費大国日本①」…教科書 pp.253〜266 
・世界および日本における水環境（水不足・水質汚
染）について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 5 回 

「水の浪費大国日本②」…教科書 pp.267〜288 
・水環境悪化の原因を知るとともに、それを解決する
ために、私たちひとりひとりができることについて解
説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
◎第 1 回レポート作成「日本における屎尿
の処理の歴史について」…資料については
Webclass にて配布する。グループで議論し
て、その結果をまとめる。→第 7 回の講義
の日までに Webclass にて提出。 

第 6 回 「放射線と環境破壊①」…教科書 pp.83〜91 
・放射線の種類や性質について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第７回 
「放射線と環境破壊②」…教科書 pp.92〜112 
・放射線による人体への影響を学び、今後の原発政策
のあり方を考える。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
◎第 2 回レポート作成「原発稼働に賛成か
反対か？」…グループで議論して、その結果
をまとめる。→第 9 回の講義の日までに
Webclass にて提出。 
★この日までに、第 1 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 8 回 
「食料の輸入大国日本の現実①」…教科書 pp.117〜
123 
・世界および日本の食料事情について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 9 回 

「食料の輸入大国日本の現実②」…教科書 pp.123〜
135 
・日本人の食生活がいかに輸入に依存しており（食料
自給率の低下）、それはなぜかを解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 
★この日までに、第 2 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 10 回 

「食料の輸入大国日本の現実③」…教科書 pp.135〜
156 
・日本が食料を大幅に輸入に依存していることが引き
起こしている様々な問題について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 11 回 

「食料の輸入大国日本の現実④」…教科書 pp.192〜
210 
・近年、急速に広まりつつある遺伝子組み換え食品の
現状と問題点、対応策について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って) 
◎第 3 回レポート作成「生態系のバランス
が崩れると何が起こるか？」…資料について
は、Webclass にて配布する。グループで議
論して、その結果をまとめる。→第 13 回の



講義の日までに Webclass にて提出。 

第 12 回 
「国内流通食品の不安①」…教科書 pp.211〜249 
・食の大量生産・大量消費を可能にしている抗生物質
や食品添加物の問題点について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：次回の予習（教科書を使って） 

第 13 回 
「国内流通食品の不安②」…教科書 pp.161〜192 
・複雑な食品表示のあり方について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
★この日までに、第 3 回レポートを
Webclass にて提出。 

第 14 回 
「総復習」 
・これまでの講義内容を総復習するとともに、総括試
験に向けて、論述の方法について解説する。 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 

第 15 回 「総括試験」  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NSC108-
M81 

2.科目名 グローバルヘルス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤尚子 

5.授業科目の区分 
基盤教育科目 
リベラルアーツ 
グローバルスタディ 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 

保健医療学部 看護学科に
おいて看護グローバル専攻
を選択する場合は、本科
目、地域研究（アジア
圏）、日本文化論（日本文
化）の 3 科目から２科目以
上修得すること 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
世界における健康格差の実態を知り、世界平和・全人類の繁栄と福祉を願いつつ国際協力の
必要性と意義を理解し、人々の健康や生活を支援する活動を地球的視野で認識する。国際協
力の理論と実際を学びながら、国際協力に必要な知識や方法を習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
1.グローバルヘルスの概念を理解する。 
2.人々の健康や生活にかかわる国際協力の必要性と意義を理解する。 
3.世界の健康問題がわかり、それらに対する国際的戦略および課題を理解する。 
4.グローバルヘルスにおける活動の実践手法を理解する。 
5．異文化コミュニケーションの意義と手法を理解する。 
【ＤＰとの関連】 
本科目は、以下５つの DP に対応する。 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解 

19.教科書・教材 講義において資料を配布する。 

20.参考文献 
日本国際保健医療学会（2013）：国際保健医療学、医学書院 
スフィアハンドブック 2018 日本語版（2018）、スフィアプロジェクト 
 

21.成績評価 筆記試験（60％)，アサインメント・レスポンスシート(30％)，学習参加態度（10％） 

22.コメント 

世界の 7 割以上の国や地域が、国際協力による支援が必要とされています。世界が平和であ
るために、すべての人類が安全・安心のうちに生活できるために、日本人の立場として貢献
できることを考えていきましょう。そのために必要な国際基準の知識と実践力を高めるため
の手法を学習します。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜日 
センターオフィスアワー：木曜日（三木キャンパス 図書館） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
1．グローバルヘルスの概念 
1）国際協力の必要性 
2）グローバルヘルスの意義 

授業日程・回数が確定したのちに記載する。 

第 2 回 2．グローバルヘルスの展望と課題 1  



1）人道憲章 
2）スフィアプロジェクト 

第 3 回 
3．グローバルヘルスの展望と課題 2 
1）人道支援の必須基準 
2）人間の安全保障 

 

第 4 回 
4．グローバルヘルスの歴史と戦略の軌道 1 
1）Health for All の概念 
2）プライマリーヘルスケアの概念と実際 

 

第 5 回 

5．グローバルヘルスの歴史と戦略の軌道 2 
1）MDGs 
2）SDGs 
3）Universal Health coverage（UHC） 

 

第 6 回 

6．ヘルスプロモーションの概念と実際 
1）ヘルスプロモーションの概念 
2）ヘルスプロモーションの介入と戦略 
3）ヘルスプロモーションの実際 

 

第 7 回 
7．疫学的調査 
1）疫学的調査とは 
2）疫学調査の実際 

 

第 8 回 
8．グローバルヘルスにおける問題解決手法 
1）Project Cycle Management(PCM)と PDCA 
2）Project Design Matrix(PDM) 

 

第 9 回 
9．世界における⺟子保健とジェンダー１ 
1）世界における⺟子の健康格差と問題 
2）世界における⺟子保健の活動の実際 

 

第 10 回 
10．世界における⺟子保健とジェンダー2 
1）世界における男女格差 
2）世界におけるジェンダーの問題 

 

第 11 回 
11．感染症への国際的な取り組み１ 
1）世界の 3 大感染症 
2）顧みられない熱帯病 

 

第 12 回 
12．感染症への国際的な取り組み１ 
1）世界の 3 大感染症への取り組みと課題  

第 13 回 
13．防災・減災への国際的な取り組み 
1）世界における災害の状況 
2）防災・減災への国際的な取り組み 

 

第 14 回 

14．異文化理解 
1）文化の概念 
2）文化を形成する集団 
3）異文化折衝と異文化理解 

 

第 15 回 
15．異文化コミュニケーション 
1）異文化コミュニケーションの実際 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NUT101-
A51 

2.科目名 食と健康 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橋本堂史 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 教務課の指示に従うこと。 

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、食の成分がヒトの健康や疾病と密接に関わっていることが理解できる
ようになることを目的とします。 
【概要】具体的には、食品の一次機能、二次機能、三次機能の基本的概念を学びます。さら
に、それぞれの機能に関わる食品の成分について学ぶと共に疾病について学ぶことで、疾病
予防を促す食生活を自ら考え、実施きるようになります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）専門的知識・技能の
活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 食の基本的な機能性の概念を説明できるようになる。 
② 三大栄養素および五大栄養素の重要性を説明できるようになる。 
③ おいしさの重要性が説明できるようになる。 
④ 食の成分が関与する疾病について説明できるようになる。 
⑤ 健康のために必要な食生活を実施できるようになる。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 

20.参考文献 
・『食と健康』中谷延二他 
・『食品健康学』中谷延二他 
・『食品機能性の科学』産業技術サービスセンター 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・総括試験（第 15 回の講義時に実施）・・・20％［学習目標①〜⑤に対応］ 
・中間試験（第 8 回の講義時に実施）・・・20％［学習目標①〜③に対応］ 
・プレゼンテーション・・・10％［学習目標④⑤に対応］ 
・小テスト（第 8 回と第 15 回の講義を除き、毎回実施）・・・50％［学習目標①〜⑤に対
応］ 
注意１）評価方法はあくまでも目安であり、講義の進捗状況などにより若干の変更を行うこ
ともあります。 
注意２）中間試験は WebClass で行います。必ず受験時に充電されたパソコンを持参 

22.コメント 
公欠・欠席・遅刻・早退などは大学の規則に従いますので、個別に特別な理由がある場合に
は教務課に相談ください。 

23.オフィスアワー 
キャンパス内での質問は講義時間の前後に教室で受け付けます。 
また、メールでの質問などは随時受け付けます。ただし、takashi@kobe-u.ac.jp 宛のメール
のみ受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（シラバスについて） 
・講義「食品の機能性について」・・・食品機能の概
念を学ぶ。 
・小テスト「食品の機能性について」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 2 回】 ・講義「糖質の科学」・・・三大栄養素のひとつ「糖 ・WebClass で配布する資料をプリントして



質（炭水化物）」について学ぶ。 
・小テスト「糖質の科学」 

持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 3 回】 
・講義「脂質の科学」・・・三大栄養素のひとつ「脂
質」について学ぶ。 
・小テスト「脂質の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 4 回】 
・講義「タンパク質の科学」・・・三大栄養素のひと
つ「タンパク質」について学ぶ。 
・小テスト「タンパク質の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 5 回】 
・講義「微量栄養素の科学」・・・微量栄養素である
「ビタミン」と「ミネラル」について学ぶ。 
・小テスト「微量栄養素の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 6 回】 
・講義「食品の味・香・色①」・・・味や味覚を中心
に食品の二次機能について学ぶ。 
・小テスト「食品の味・香・色①」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 7 回】 
・講義「食品の味・香・色②」・・・香や色を中心に
食品の二次機能について学ぶ。 
・小テスト「食品の味・香・色②」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 8 回】 

・中間試験・・・第 1 回から第 7 回までの講義内容
についての試験を行う。 
・中間試験の解説・・・試験の模範解答について解説
する。 

パソコンを持参すること。 

【第 9 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「酸化ストレス」・・・生体内酸化ストレスと
それに関連した疾病について学ぶ。 
・小テスト「酸化ストレス」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守）） 

【第 10 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「肥満と食生活」・・・肥満に関する基礎知識
を学ぶと共にそれを予防する食生活について考える。 
・小テスト「肥満と食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 11 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「糖尿病と食生活」・・・糖尿病に関する基礎
知識を学ぶと共にそれを予防する食生活について考え
る。 
・小テスト「糖尿病と食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 12 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「動脈硬化症と食生活」・・・動脈硬化症に関
する基礎知識を学ぶと共にそれを予防する食生活につ
いて考える。 
・小テスト「動脈硬化症と食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 13 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「がんと食生活」・・・がんに関する基礎知識
を学ぶと共にそれを予防する食生活について考える。 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 



・小テスト「がんと食生活」 

【第 14 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「アレルギーと食生活」・・・アレルギーに関
する基礎知識を学ぶと共にそれを関わる食生活につい
て考える。 
・小テスト「アレルギーと食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 15 回】 

・総括試験・・・第 1 回から第 14 回までの講義内容
についての試験を行う。 
・総括試験の解説・・・試験の模範解答について解説
する。  
・まとめ 

パソコンを持参すること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NUT101-
Y51 

2.科目名 食と健康 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橋本堂史 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 教務課の指示に従うこと。 

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、食の成分がヒトの健康や疾病と密接に関わっていることが理解できる
ようになることを目的とします。 
【概要】具体的には、食品の一次機能、二次機能、三次機能の基本的概念を学びます。さら
に、それぞれの機能に関わる食品の成分について学ぶと共に疾病について学ぶことで、疾病
予防を促す食生活を自ら考え、実施きるようになります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）専門的知識・技能の
活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 食の基本的な機能性の概念を説明できるようになる。 
② 三大栄養素および五大栄養素の重要性を説明できるようになる。 
③ おいしさの重要性が説明できるようになる。 
④ 食の成分が関与する疾病について説明できるようになる。 
⑤ 健康のために必要な食生活を実施できるようになる。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 

20.参考文献 
・『食と健康』中谷延二他 
・『食品健康学』中谷延二他 
・『食品機能性の科学』産業技術サービスセンター 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・総括試験（第 15 回の講義時に実施）・・・20％［学習目標①〜⑤に対応］ 
・中間試験（第 8 回の講義時に実施）・・・20％［学習目標①〜③に対応］ 
・プレゼンテーション・・・10％［学習目標④⑤に対応］ 
・小テスト（第 8 回と第 15 回の講義を除き、毎回実施）・・・50％［学習目標①〜⑤に対
応］ 
注意１）評価方法はあくまでも目安であり、講義の進捗状況などにより若干の変更を行うこ
ともあります。 
注意２）中間試験は WebClass で行います。必ず受験時に充電されたパソコンを持参 

22.コメント 
公欠・欠席・遅刻・早退などは大学の規則に従いますので、個別に特別な理由がある場合に
は教務課に相談ください。 

23.オフィスアワー 
キャンパス内での質問は講義時間の前後に教室で受け付けます。 
また、メールでの質問などは随時受け付けます。ただし、takashi@kobe-u.ac.jp 宛のメール
のみ受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（シラバスについて） 
・講義「食品の機能性について」・・・食品機能の概
念を学ぶ。 
・小テスト「食品の機能性について」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 2 回】 ・講義「糖質の科学」・・・三大栄養素のひとつ「糖 ・WebClass で配布する資料をプリントして



質（炭水化物）」について学ぶ。 
・小テスト「糖質の科学」 

持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 3 回】 
・講義「脂質の科学」・・・三大栄養素のひとつ「脂
質」について学ぶ。 
・小テスト「脂質の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 4 回】 
・講義「タンパク質の科学」・・・三大栄養素のひと
つ「タンパク質」について学ぶ。 
・小テスト「タンパク質の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 5 回】 
・講義「微量栄養素の科学」・・・微量栄養素である
「ビタミン」と「ミネラル」について学ぶ。 
・小テスト「微量栄養素の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 6 回】 
・講義「食品の味・香・色①」・・・味や味覚を中心
に食品の二次機能について学ぶ。 
・小テスト「食品の味・香・色①」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 7 回】 
・講義「食品の味・香・色②」・・・香や色を中心に
食品の二次機能について学ぶ。 
・小テスト「食品の味・香・色②」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 8 回】 

・中間試験・・・第 1 回から第 7 回までの講義内容
についての試験を行う。 
・中間試験の解説・・・試験の模範解答について解説
する。 

パソコンを持参すること。 

【第 9 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「酸化ストレス」・・・生体内酸化ストレスと
それに関連した疾病について学ぶ。 
・小テスト「酸化ストレス」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守）） 

【第 10 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「肥満と食生活」・・・肥満に関する基礎知識
を学ぶと共にそれを予防する食生活について考える。 
・小テスト「肥満と食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 11 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「糖尿病と食生活」・・・糖尿病に関する基礎
知識を学ぶと共にそれを予防する食生活について考え
る。 
・小テスト「糖尿病と食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 12 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「動脈硬化症と食生活」・・・動脈硬化症に関
する基礎知識を学ぶと共にそれを予防する食生活につ
いて考える。 
・小テスト「動脈硬化症と食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 13 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「がんと食生活」・・・がんに関する基礎知識
を学ぶと共にそれを予防する食生活について考える。 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 



・小テスト「がんと食生活」 

【第 14 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「アレルギーと食生活」・・・アレルギーに関
する基礎知識を学ぶと共にそれを関わる食生活につい
て考える。 
・小テスト「アレルギーと食生活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 15 回】 

・総括試験・・・第 1 回から第 14 回までの講義内容
についての試験を行う。 
・総括試験の解説・・・試験の模範解答について解説
する。  
・まとめ 

パソコンを持参すること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED101-
A51 

2.科目名 初等情報機器活用論 (1/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園教諭、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習、実験 
16.履修制限 コンピュータ演習室を使用するため受講可能数が 40 名です。 

17.授業の目的と概要 

学校での ICT の活用は進んできており，メールでのやり取り，サーバーで一元管理された校
務用のプログラムを用いて校務処理する学校が増えている。多くの教師がパソコンを日常的
な校務処理や教材作成のツールとして用いるようになっている。 そこで、本演習では Excel
の関数処理を中心に学び、効率よくパソコンを扱えるようになることを目指す。 
 また、小学校教育でプログラミング学習が導入されることに対応し、その概要を知り、授
業を構想することができることを目標とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は教育学部 DP（4）問題発見・解決力につながるものである。 
 ・学習内容である ICT 機器の活用力は、問題解決のための必要な力の一つである。 
①点数計算や学級通信作成のための、Excel の簡単な関数処理や Word 文書の加工を行う事
ができる。 
②プログラミング教育の目的・内容を理解し、説明できる。 
③プログラミング教育の授業案を作成できる。 
④学校・園で利用されている ICT 機器について説明できる。 

19.教科書・教材 講義用テキスト 
20.参考文献  

21.成績評価 

①Excel や Word の演習ファイルの提出（5 点×8＝40 点） 
②Excel の小テスト（30 点） 
③プログラミング教育のワークシート（5 点） 
④プログラミング教育の授業案・振り返りシート（20 点） 
⑤学校・園で利用されている ICT 機器に関するレポート（5 点） 

22.コメント 
校務処理の習熟は，教師として非常に大切な資質になります。定番ソフトである Word、
Excel のスキルアップをワークシートと練習ファイルによる段階的な演習により行います。
また，インターネットからの情報収集やプログラミング学習について学びます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

 授業の目的、テキスト，演習ファイルの活用方法及
び事前・事後学習課題について Webclass 活用法及び
評価方法についての説明を行う。さらにペアと LC メ
ンバーを決定する。 
 事前・事後学習課題の Webclass への提出により出
席確認を行う。 
Excel の基本（表のレイアウト、印刷設定），関数処
理の基本の演習を行う。 
(テキスト p1〜3，演習 1 の sheet） 
  〇 テキスト課題 1〜4 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



 

第 2 回 

 2 ソート・条件文の作成 
 ソート（並び換え）機能，条件文（if 文）作成の演
習をする。 
（テキスト p3〜4 及び Excel 演習 3〜4 の sheet） 
  〇 テキスト課題 5〜8 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 3 回 

 3 countif 関数による計数 
 (1) counif 関数による評価判定 
（テキスト p5〜6 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 9〜11 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 4 回 

 (2) 評価判定の条件文の応用及び(3)さまざまな関
数の設定 
  if 文による成績処理の分岐方法を示した Excel フ
ァイルの演習を行う。 
（テキスト p6〜7 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 10〜12 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 5 回 

 4 グラフ作成の基本 (1)表からグラフへ (2)グ
ラフ作成の応用 
（テキスト 7〜8 及び Excel 演習 7〜8） 
  〇 テキスト課題 13〜17 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 6 回 

 5 さまざまなグラフの作成と Word への貼り付け 
（テキスト 9〜10 及び Excel 演習 8〜8-1） 
  〇 テキスト課題 18〜21 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 7 回 

 6 文字列関数やオートフィルター機能 
 (1)オートフィルター機能 (2)いろいろな文字列変
換関数 
（テキスト 11〜12 及び Excel 演習 9〜10） 
  〇 テキスト課題 22〜26 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 8 回 

 7 配列数式の活用 
 (1),(2)配列数式を用いて関数処理したり，度数分布
表の作成する。 
（テキスト 13〜14 及び Excel 演習 11〜12） 
    〇 テキスト課題 27〜31 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 9 回  8 集計の裏ワザ（ピボットテーブルの活用） ● 学習課題を Webclass への成果物として



 関数を用いず，ピボッタテーブルの活用による集計
をします。 
また，クロス集計（分析）をピボッタテーブルを用い
て演習し、実用的なグラフ（度数分布表，クロスグラ
フ）を作成する。 
  （テキスト 15〜16 及び Excel 演習 11〜12） 
 

提出する。（15 分） 

第 10 回 
中間試験 
・エクセルの演習試験 
 

中間試験の解答を Webclass に提出 

第 11 回 ワードを用いた教材・資料作り 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 12 回 インターネットからの情報収集と資料作り ● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 13 回 プログラミング学習についての情報収集と講義。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 14 回 
プログラミング学習を題材とした授業づくり（学習指
導略案）。 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 15 回 授業における発問の重要性と TP 案作り。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED101-
A52 

2.科目名 初等情報機器活用論 (2/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園教諭、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習、実験 
16.履修制限 コンピュータ演習室を使用するため受講可能数が 40 名です。 

17.授業の目的と概要 

学校での ICT の活用は進んできており，メールでのやり取り，サーバーで一元管理された校
務用のプログラムを用いて校務処理する学校が増えている。多くの教師がパソコンを日常的
な校務処理や教材作成のツールとして用いるようになっている。 そこで、本演習では Excel
の関数処理を中心に学び、効率よくパソコンを扱えるようになることを目指す。 
 また、小学校教育でプログラミング学習が導入されることに対応し、その概要を知り、授
業を構想することができることを目標とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は教育学部 DP（4）問題発見・解決力につながるものである。 
 ・学習内容である ICT 機器の活用力は、問題解決のための必要な力の一つである。 
①点数計算や学級通信作成のための、Excel の簡単な関数処理や Word 文書の加工を行う事
ができる。 
②プログラミング教育の目的・内容を理解し、説明できる。 
③プログラミング教育の授業案を作成できる。 
④学校・園で利用されている ICT 機器について説明できる。 

19.教科書・教材 講義用テキスト 
20.参考文献  

21.成績評価 

①Excel や Word の演習ファイルの提出（5 点×8＝40 点） 
②Excel の小テスト（30 点） 
③プログラミング教育のワークシート（5 点） 
④プログラミング教育の授業案・振り返りシート（20 点） 
⑤学校・園で利用されている ICT 機器に関するレポート（5 点） 

22.コメント 
校務処理の習熟は，教師として非常に大切な資質になります。定番ソフトである Word、
Excel のスキルアップをワークシートと練習ファイルによる段階的な演習により行います。
また，インターネットからの情報収集やプログラミング学習について学びます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

 授業の目的、テキスト，演習ファイルの活用方法及
び事前・事後学習課題について Webclass 活用法及び
評価方法についての説明を行う。さらにペアと LC メ
ンバーを決定する。 
 事前・事後学習課題の Webclass への提出により出
席確認を行う。 
Excel の基本（表のレイアウト、印刷設定），関数処
理の基本の演習を行う。 
(テキスト p1〜3，演習 1 の sheet） 
  〇 テキスト課題 1〜4 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



 

第 2 回 

 2 ソート・条件文の作成 
 ソート（並び換え）機能，条件文（if 文）作成の演
習をする。 
（テキスト p3〜4 及び Excel 演習 3〜4 の sheet） 
  〇 テキスト課題 5〜8 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 3 回 

 3 countif 関数による計数 
 (1) counif 関数による評価判定 
（テキスト p5〜6 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 9〜11 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 4 回 

 (2) 評価判定の条件文の応用及び(3)さまざまな関
数の設定 
  if 文による成績処理の分岐方法を示した Excel フ
ァイルの演習を行う。 
（テキスト p6〜7 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 10〜12 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 5 回 

 4 グラフ作成の基本 (1)表からグラフへ (2)グ
ラフ作成の応用 
（テキスト 7〜8 及び Excel 演習 7〜8） 
  〇 テキスト課題 13〜17 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 6 回 

 5 さまざまなグラフの作成と Word への貼り付け 
（テキスト 9〜10 及び Excel 演習 8〜8-1） 
  〇 テキスト課題 18〜21 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 7 回 

 6 文字列関数やオートフィルター機能 
 (1)オートフィルター機能 (2)いろいろな文字列変
換関数 
（テキスト 11〜12 及び Excel 演習 9〜10） 
  〇 テキスト課題 22〜26 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 8 回 

 7 配列数式の活用 
 (1),(2)配列数式を用いて関数処理したり，度数分布
表の作成する。 
（テキスト 13〜14 及び Excel 演習 11〜12） 
    〇 テキスト課題 27〜31 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 9 回  8 集計の裏ワザ（ピボットテーブルの活用） ● 学習課題を Webclass への成果物として



 関数を用いず，ピボッタテーブルの活用による集計
をします。 
また，クロス集計（分析）をピボッタテーブルを用い
て演習し、実用的なグラフ（度数分布表，クロスグラ
フ）を作成する。 
  （テキスト 15〜16 及び Excel 演習 11〜12） 
 

提出する。（15 分） 

第 10 回 
中間試験 
・エクセルの演習試験 
 

中間試験の解答を Webclass に提出 

第 11 回 ワードを用いた教材・資料作り 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 12 回 インターネットからの情報収集と資料作り ● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 13 回 プログラミング学習についての情報収集と講義。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 14 回 
プログラミング学習を題材とした授業づくり（学習指
導略案）。 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 15 回 授業における発問の重要性と TP 案作り。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED101-
A81 

2.科目名 初等情報機器活用論 (3/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園教諭、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習、実験 
16.履修制限 コンピュータ演習室を使用するため受講可能数が 40 名です。 

17.授業の目的と概要 

学校での ICT の活用は進んできており，メールでのやり取り，サーバーで一元管理された校
務用のプログラムを用いて校務処理する学校が増えている。多くの教師がパソコンを日常的
な校務処理や教材作成のツールとして用いるようになっている。 そこで、本演習では Excel
の関数処理を中心に学び、効率よくパソコンを扱えるようになることを目指す。 
 また、小学校教育でプログラミング学習が導入されることに対応し、その概要を知り、授
業を構想することができることを目標とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は教育学部 DP（4）問題発見・解決力につながるものである。 
 ・学習内容である ICT 機器の活用力は、問題解決のための必要な力の一つである。 
①点数計算や学級通信作成のための、Excel の簡単な関数処理や Word 文書の加工を行う事
ができる。 
②プログラミング教育の目的・内容を理解し、説明できる。 
③プログラミング教育の授業案を作成できる。 
④学校・園で利用されている ICT 機器について説明できる。 

19.教科書・教材 講義用テキスト 
20.参考文献  

21.成績評価 

①Excel や Word の演習ファイルの提出（5 点×8＝40 点） 
②Excel の小テスト（30 点） 
③プログラミング教育のワークシート（5 点） 
④プログラミング教育の授業案・振り返りシート（20 点） 
⑤学校・園で利用されている ICT 機器に関するレポート（5 点） 

22.コメント 
校務処理の習熟は，教師として非常に大切な資質になります。定番ソフトである Word、
Excel のスキルアップをワークシートと練習ファイルによる段階的な演習により行います。
また，インターネットからの情報収集やプログラミング学習について学びます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

 授業の目的、テキスト，演習ファイルの活用方法及
び事前・事後学習課題について Webclass 活用法及び
評価方法についての説明を行う。さらにペアと LC メ
ンバーを決定する。 
 事前・事後学習課題の Webclass への提出により出
席確認を行う。 
Excel の基本（表のレイアウト、印刷設定），関数処
理の基本の演習を行う。 
(テキスト p1〜3，演習 1 の sheet） 
  〇 テキスト課題 1〜4 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



 

第 2 回 

 2 ソート・条件文の作成 
 ソート（並び換え）機能，条件文（if 文）作成の演
習をする。 
（テキスト p3〜4 及び Excel 演習 3〜4 の sheet） 
  〇 テキスト課題 5〜8 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 3 回 

 3 countif 関数による計数 
 (1) counif 関数による評価判定 
（テキスト p5〜6 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 9〜11 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 4 回 

 (2) 評価判定の条件文の応用及び(3)さまざまな関
数の設定 
  if 文による成績処理の分岐方法を示した Excel フ
ァイルの演習を行う。 
（テキスト p6〜7 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 10〜12 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 5 回 

 4 グラフ作成の基本 (1)表からグラフへ (2)グ
ラフ作成の応用 
（テキスト 7〜8 及び Excel 演習 7〜8） 
  〇 テキスト課題 13〜17 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 6 回 

 5 さまざまなグラフの作成と Word への貼り付け 
（テキスト 9〜10 及び Excel 演習 8〜8-1） 
  〇 テキスト課題 18〜21 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 7 回 

 6 文字列関数やオートフィルター機能 
 (1)オートフィルター機能 (2)いろいろな文字列変
換関数 
（テキスト 11〜12 及び Excel 演習 9〜10） 
  〇 テキスト課題 22〜26 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 8 回 

 7 配列数式の活用 
 (1),(2)配列数式を用いて関数処理したり，度数分布
表の作成する。 
（テキスト 13〜14 及び Excel 演習 11〜12） 
    〇 テキスト課題 27〜31 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 9 回  8 集計の裏ワザ（ピボットテーブルの活用） ● 学習課題を Webclass への成果物として



 関数を用いず，ピボッタテーブルの活用による集計
をします。 
また，クロス集計（分析）をピボッタテーブルを用い
て演習し、実用的なグラフ（度数分布表，クロスグラ
フ）を作成する。 
  （テキスト 15〜16 及び Excel 演習 11〜12） 
 

提出する。（15 分） 

第 10 回 
中間試験 
・エクセルの演習試験 
 

中間試験の解答を Webclass に提出 

第 11 回 ワードを用いた教材・資料作り 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 12 回 インターネットからの情報収集と資料作り ● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 13 回 プログラミング学習についての情報収集と講義。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 14 回 
プログラミング学習を題材とした授業づくり（学習指
導略案）。 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 15 回 授業における発問の重要性と TP 案作り。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED101-
A82 

2.科目名 初等情報機器活用論 (4/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園教諭、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習、実験 
16.履修制限 コンピュータ演習室を使用するため受講可能数が 40 名です。 

17.授業の目的と概要 

学校での ICT の活用は進んできており，メールでのやり取り，サーバーで一元管理された校
務用のプログラムを用いて校務処理する学校が増えている。多くの教師がパソコンを日常的
な校務処理や教材作成のツールとして用いるようになっている。 そこで、本演習では Excel
の関数処理を中心に学び、効率よくパソコンを扱えるようになることを目指す。 
 また、小学校教育でプログラミング学習が導入されることに対応し、その概要を知り、授
業を構想することができることを目標とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は教育学部 DP（4）問題発見・解決力につながるものである。 
 ・学習内容である ICT 機器の活用力は、問題解決のための必要な力の一つである。 
①点数計算や学級通信作成のための、Excel の簡単な関数処理や Word 文書の加工を行う事
ができる。 
②プログラミング教育の目的・内容を理解し、説明できる。 
③プログラミング教育の授業案を作成できる。 
④学校・園で利用されている ICT 機器について説明できる。 

19.教科書・教材 講義用テキスト 
20.参考文献  

21.成績評価 

①Excel や Word の演習ファイルの提出（5 点×8＝40 点） 
②Excel の小テスト（30 点） 
③プログラミング教育のワークシート（5 点） 
④プログラミング教育の授業案・振り返りシート（20 点） 
⑤学校・園で利用されている ICT 機器に関するレポート（5 点） 

22.コメント 
校務処理の習熟は，教師として非常に大切な資質になります。定番ソフトである Word、
Excel のスキルアップをワークシートと練習ファイルによる段階的な演習により行います。
また，インターネットからの情報収集やプログラミング学習について学びます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

 授業の目的、テキスト，演習ファイルの活用方法及
び事前・事後学習課題について Webclass 活用法及び
評価方法についての説明を行う。さらにペアと LC メ
ンバーを決定する。 
 事前・事後学習課題の Webclass への提出により出
席確認を行う。 
Excel の基本（表のレイアウト、印刷設定），関数処
理の基本の演習を行う。 
(テキスト p1〜3，演習 1 の sheet） 
  〇 テキスト課題 1〜4 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



 

第 2 回 

 2 ソート・条件文の作成 
 ソート（並び換え）機能，条件文（if 文）作成の演
習をする。 
（テキスト p3〜4 及び Excel 演習 3〜4 の sheet） 
  〇 テキスト課題 5〜8 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 3 回 

 3 countif 関数による計数 
 (1) counif 関数による評価判定 
（テキスト p5〜6 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 9〜11 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 4 回 

 (2) 評価判定の条件文の応用及び(3)さまざまな関
数の設定 
  if 文による成績処理の分岐方法を示した Excel フ
ァイルの演習を行う。 
（テキスト p6〜7 及び Excel 演習 5〜6 の sheet） 
  〇 テキスト課題 10〜12 をもとに事前学習をす
る。（60 分）  
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 5 回 

 4 グラフ作成の基本 (1)表からグラフへ (2)グ
ラフ作成の応用 
（テキスト 7〜8 及び Excel 演習 7〜8） 
  〇 テキスト課題 13〜17 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 6 回 

 5 さまざまなグラフの作成と Word への貼り付け 
（テキスト 9〜10 及び Excel 演習 8〜8-1） 
  〇 テキスト課題 18〜21 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 7 回 

 6 文字列関数やオートフィルター機能 
 (1)オートフィルター機能 (2)いろいろな文字列変
換関数 
（テキスト 11〜12 及び Excel 演習 9〜10） 
  〇 テキスト課題 22〜26 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 8 回 

 7 配列数式の活用 
 (1),(2)配列数式を用いて関数処理したり，度数分布
表の作成する。 
（テキスト 13〜14 及び Excel 演習 11〜12） 
    〇 テキスト課題 27〜31 をもとに事前学習をす
る。（60 分） 
 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 9 回  8 集計の裏ワザ（ピボットテーブルの活用） ● 学習課題を Webclass への成果物として



 関数を用いず，ピボッタテーブルの活用による集計
をします。 
また，クロス集計（分析）をピボッタテーブルを用い
て演習し、実用的なグラフ（度数分布表，クロスグラ
フ）を作成する。 
  （テキスト 15〜16 及び Excel 演習 11〜12） 
 

提出する。（15 分） 

第 10 回 
中間試験 
・エクセルの演習試験 
 

中間試験の解答を Webclass に提出 

第 11 回 ワードを用いた教材・資料作り 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 12 回 インターネットからの情報収集と資料作り ● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 13 回 プログラミング学習についての情報収集と講義。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 14 回 
プログラミング学習を題材とした授業づくり（学習指
導略案）。 

● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 

第 15 回 授業における発問の重要性と TP 案作り。 
● 学習課題を Webclass への成果物として
提出する。（15 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED102-
A51 

2.科目名 体育講義 (2/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
生涯にわたって健康な生活を送るための科学的な知識や方法、戦略についての理解を深め
る。その上で、子どもたちを取り巻く環境、児童期における体育の重要性と安全確保につい
て学びを深める。社会との有機的なかかわりを見据えた講義で、深い学びの形成を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連 
②教育・社会事象を概念から体系的な知識を使って理論的に説明 
③コミュニケーション力の獲得・実践 
生涯スポーツの観点から、身体活動や運動の効果について理解することができる（知識） 
学びを生かして、身体活動や運動の大切さを表現し、波及させる技能を習得することができ
る（技能） 
自らの生活習慣を見直し、行動変容に取り組むことができる（態度） 
 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布 

20.参考文献 
アクティブ・チャイルド 60min.―子どもの身体活動ガイドライン ⽵中晃二他 
 

21.成績評価 

①授業の振り返りシート（20％） 
②グループワークシート（3 回分 30％） 
③授業参加態度（10％） 
④総括試験（40％） 

22.コメント 
将来、教員となるみなさんに必要な知識、調査力、表現力を総合的に学ぶ講義（一部演習も
含む）です。 
今年度は、授業の順序が入れ替わることがあります。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 １２時１５分から１３時１５分 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
人（ヒト）にとって「動く」ことの意味 
シラバス、進め方について 

〇ペア、グループ学習についてまとめてお
く。 
40 分 
〇昭和 40 年代の生活について調べておく。
主として、子どもたちの遊びについて。 
50 分 

第 2 回 現代社会の生活と身体活動（遊び・スポーツ） 
〜「便利さ」と引き換えに失ったもの〜 

〇生体リズムについてまとめておく。 
50 分 
〇自分自身の 1 週間の生活についてセルフ
チェックしておく。 
（10 分×７ 70 分） 
 



第 3 回 発育・発達と運動 
〜私の運動プログラムを作成する〜 

〇自分に必要な運動についてまとめておく。 
50 分 
〇Civid19 の記事を収集しておく。 
40 分 

第 4 回 
感染症について考える 
〜Covid19 を例に〜 

〇糖尿病についてまとめておく。 
40 分 
〇他の生活習慣病について調べておく。 
50 分 

第 5 回 
生活習慣病と運動 
〜寝ない、食べない、運動しないとダイエット〜 

〇代謝、ダイエットについてまとめておく。 
50 分 
〇理想の私を具体化（イラスト、数値）して
おく。 
40 分 
（自分だけがわかればよい） 

第 6 回 
身体組成と運動 
〜私の理想のカラダとは〜 
・動ける体の観点から 

〇理想的なカラダをつくる活動宣言をまとめ
る。 
50 分 
〇ロコモティブシンドロームについて調べて
おく。 
40 分 

第 7 回 

QOL の向上に向けて 
〜ロコモティブシンドロームについて考える〜 
（尼崎市高齢介護課連携授業） 
基本講義（30 分）‐地域講義（20〜30 分・VTR
等）‐グループワーク 
グループワーク① 

〇グループワークをブラッシュアップし、次
回提出する。 
1 時間 
〇体力について調べておく。 
30 分 

第 8 回 体力要素 
〜あなたに足りない体力要素は？〜 

〇体力不足の今日的要因についてまとめてお
く。 
〇生涯スポーツについて調べておく。 

第 9 回 
生涯スポーツの意義 
〜今、なぜ、生涯スポーツなのか〜 

〇スポーツ政策についてまとめておく。 
40 分 
〇中、高校の部活動の功罪について自分のま
とめておく。 
50 分 

第 10 回 
学校運動部の果たした役割 
〜学校運動部の光と影〜 

〇学校運動部とスポーツクラブ（J リーグ下
部組織など）を比較的に検討し、まとめてお
く。 
50 分 
〇子どもの体力について文部科学省の HP か
ら経年変化を調べておく。 
40 分 
 

第 11 回 
子どもの発育発達と運動能力 
〜子どもを取り巻くスポーツ環境〜 

〇運動の生活化についてまとめておく。 
40 分 
〇トレーニングについて調べておく。 
50 分 

第 12 回 
トレーニングの原則 
〜筋トレすれば、するほど…〜 

〇さまざまなトレーニングについてまとめて
おく。 



40 分 
〇日常起こり得るけがについての対処法を調
べる方法を考えておく 
50 分 
（次回は、ジグソー法で行うので調べ方を知
っていることは必須です） 

第 13 回 

運動（体育）とリスク① 
〜こんな時、どうする。日常編〜 
通常起こりうるけがについて理解を深め、その対処法
をまとめる 
（ジグソー法） 
グループワーク② 

〇グループワークをブラッシュアップし、次
回提出する。 
1 時間 
〇学校における運動領域における危機管理に
ついて調べておく。 
30 分 

第 14 回 

運動（体育）とリスク② 
〜小学校における運動領域の危機管理〜 
小学校における運動領域の危機管理について理解を深
める 
基本講義（30 分）‐外部講師の講義（20〜30 分・
VTR 等）‐グループワーク 
グループワーク③ 

〇グループワークをブラッシュアップし、次
回提出する。 
1 時間 
〇ソーシャルキャピタルについて調べてお
く。 
30 分 

第 15 回 
まとめ；生涯スポーツで地域の活性化 
〜地域とともにスポーツを〜 
総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED102-
A52 

2.科目名 体育講義 (1/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
生涯にわたって健康な生活を送るための科学的な知識や方法、戦略についての理解を深め
る。その上で、子どもたちを取り巻く環境、児童期における体育の重要性と安全確保につい
て学びを深める。社会との有機的なかかわりを見据えた講義で、深い学びの形成を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連 
②教育・社会事象を概念から体系的な知識を使って理論的に説明 
③コミュニケーション力の獲得・実践 
生涯スポーツの観点から、身体活動や運動の効果について理解することができる（知識） 
学びを生かして、身体活動や運動の大切さを表現し、波及させる技能を習得することができ
る（技能） 
自らの生活習慣を見直し、行動変容に取り組むことができる（態度） 
 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布 

20.参考文献 
アクティブ・チャイルド 60min.―子どもの身体活動ガイドライン ⽵中晃二他 
 

21.成績評価 

①授業の振り返りシート（20％） 
②グループワークシート（3 回分 30％） 
③授業参加態度（10％） 
④総括試験（40％） 

22.コメント 
将来、教員となるみなさんに必要な知識、調査力、表現力を総合的に学ぶ講義（一部演習も
含む）です。 
今年度は、授業の順序が入れ替わることがあります。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 １２時１５分から１３時１５分 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
人（ヒト）にとって「動く」ことの意味 
シラバス、進め方について 

〇ペア、グループ学習についてまとめてお
く。 
40 分 
〇昭和 40 年代の生活について調べておく。
主として、子どもたちの遊びについて。 
50 分 

第 2 回 現代社会の生活と身体活動（遊び・スポーツ） 
〜「便利さ」と引き換えに失ったもの〜 

〇生体リズムについてまとめておく。 
50 分 
〇自分自身の 1 週間の生活についてセルフ
チェックしておく。 
（10 分×７ 70 分） 
 



第 3 回 発育・発達と運動 
〜私の運動プログラムを作成する〜 

〇自分に必要な運動についてまとめておく。 
50 分 
〇Civid19 の記事を収集しておく。 
40 分 

第 4 回 
感染症について考える 
〜Covid19 を例に〜 

〇糖尿病についてまとめておく。 
40 分 
〇他の生活習慣病について調べておく。 
50 分 

第 5 回 
生活習慣病と運動 
〜寝ない、食べない、運動しないとダイエット〜 

〇代謝、ダイエットについてまとめておく。 
50 分 
〇理想の私を具体化（イラスト、数値）して
おく。 
40 分 
（自分だけがわかればよい） 

第 6 回 
身体組成と運動 
〜私の理想のカラダとは〜 
・動ける体の観点から 

〇理想的なカラダをつくる活動宣言をまとめ
る。 
50 分 
〇ロコモティブシンドロームについて調べて
おく。 
40 分 

第 7 回 

QOL の向上に向けて 
〜ロコモティブシンドロームについて考える〜 
（尼崎市高齢介護課連携授業） 
基本講義（30 分）‐地域講義（20〜30 分・VTR
等）‐グループワーク 
グループワーク① 

〇グループワークをブラッシュアップし、次
回提出する。 
1 時間 
〇体力について調べておく。 
30 分 

第 8 回 体力要素 
〜あなたに足りない体力要素は？〜 

〇体力不足の今日的要因についてまとめてお
く。 
〇生涯スポーツについて調べておく。 

第 9 回 
生涯スポーツの意義 
〜今、なぜ、生涯スポーツなのか〜 

〇スポーツ政策についてまとめておく。 
40 分 
〇中、高校の部活動の功罪について自分のま
とめておく。 
50 分 

第 10 回 
学校運動部の果たした役割 
〜学校運動部の光と影〜 

〇学校運動部とスポーツクラブ（J リーグ下
部組織など）を比較的に検討し、まとめてお
く。 
50 分 
〇子どもの体力について文部科学省の HP か
ら経年変化を調べておく。 
40 分 
 

第 11 回 
子どもの発育発達と運動能力 
〜子どもを取り巻くスポーツ環境〜 

〇運動の生活化についてまとめておく。 
40 分 
〇トレーニングについて調べておく。 
50 分 

第 12 回 
トレーニングの原則 
〜筋トレすれば、するほど…〜 

〇さまざまなトレーニングについてまとめて
おく。 



40 分 
〇日常起こり得るけがについての対処法を調
べる方法を考えておく 
50 分 
（次回は、ジグソー法で行うので調べ方を知
っていることは必須です） 

第 13 回 

運動（体育）とリスク① 
〜こんな時、どうする。日常編〜 
通常起こりうるけがについて理解を深め、その対処法
をまとめる 
（ジグソー法） 
グループワーク② 

〇グループワークをブラッシュアップし、次
回提出する。 
1 時間 
〇学校における運動領域における危機管理に
ついて調べておく。 
30 分 

第 14 回 

運動（体育）とリスク② 
〜小学校における運動領域の危機管理〜 
小学校における運動領域の危機管理について理解を深
める 
基本講義（30 分）‐外部講師の講義（20〜30 分・
VTR 等）‐グループワーク 
グループワーク③ 

〇グループワークをブラッシュアップし、次
回提出する。 
1 時間 
〇ソーシャルキャピタルについて調べてお
く。 
30 分 

第 15 回 
まとめ；生涯スポーツで地域の活性化 
〜地域とともにスポーツを〜 
総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED201-
A51 

2.科目名 初等国語科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 
基幹 国語教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育学部 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信）小学校
一種 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 授業を作るためのプロセスと意義を理解し、実践することをめざす。 
［概要］ 
 ・講義とグループワークを中心とする授業を通して、国語科教育の実際を知り、現状にお
ける課題を浮き彫りにし、これからの国語科教育の歩むべき方向を知る。 
 ・授業を作ることにおいて必要な教師の国語力とはいかなるものかを明らかにする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の（4）問題発見・解決力と（6）専門的知識・技能の活用力に関連していま
す。 
国語力を基礎として、教材研究から実際の授業を行える段階までの力量を身につけることが
できる。 
具体的には、 
?学習指導要領と教科書との関連を把握することができる。 
?教材(学習材)研究を通じて、指導案を作成することができる。 
?指導案に基づく模擬授業を行い、批評会に参加することができる。 
?書写指導について実践を通して指導法を学ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 授業時に適宜プリント等を配布する。 

20.参考文献 
大村はま「教えるということ」「教室をいきいきと」（筑摩書房） 
益地憲一「小学校国語科の指導」（建帛社） 
小学校国語科学習指導要領 

21.成績評価 

授業記録（毎回の 100 字コメント）30％ 
レポート 30％（10％×3） 
 毛筆漢字作品（第 8 回提出） 
 教材新聞（グループ作成） 第 12 回提出 
 学習指導案（個人作成） 第 13 回提出 
総合レポート（第 14 回提出）40％ 

22.コメント 
書写指導のために、以下の毛筆セットを各自で準備してください。 
 筆ペン、筆（大筆）、墨液、半紙（20 枚）、文鎮、墨池（硯でも可）、毛筆用下敷き 

23.オフィスアワー 月曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 9/28 

【第 1 回】オリエンテーション 
国語科授業において､大事にしたいことは何かについ
て意見交換する。 
授業記録として、100 字コメント用紙に記入する。

〇「じどうしゃくらべ」を原稿用紙に視写す
る。（240 分） 



（以降毎回記入する） 
 

第 2 回 10/5 

【第 2 回】教材研究の方法を学ぶ。 
視写を行った教材（学習材）を用いて、教材研究の実
際を知る。 
学習指導要領における目標及び内容を理解する。（←
目標?） 

〇教材研究の方法を用いて実際に教材研究を
行う。（150 分） 
〇「じどうしゃくらべ」の指導案を検索す
る。（90 分） 

第 3 回 
10/12 

【題 3 回】国語科学習指導案研究(←目標?） 
指導案の形式と作成の手順を学ぶ。 
指導案に記載の各項目について知る。 

〇指導案を B4 用紙に視写する。（120 分） 
◎板書計画、発問計画を作成する。（120
分） 

第 4 回 
10/19 

【第 4 回】模擬授業 
視写を行った教材を用いた模擬授業を受け,授業のみ
かたを実地体験する。 
模擬授業についてグループで研究協議を行い、報告す
る。 

〇模擬授業をふまえて、授業作りのプロセス
をまとめる。（240 分） 

第 5 回 
10/26 

【第 5 回】百人一首を楽しむ。 
古典の授業の必要性を知る。 

〇百人一首のうちの１０〜２０首を憶える。
（240 分） 

第 6 回 11/2 【第 6 回】百人一首を用いた授業を考える。 
古典の学習における指導上の留意点を理解する。 

〇ひらがな、カタカナのもとの漢字を調べ
る。（240 分） 

第 7 回 11/9 

【第 7 回】書写指導の方法を学ぶ。 
筆ペンを用いて書写指導の基本を知る。 
文字を丁寧に書くことの重要性と文字指導の必要性を
知る。 

◆筆ペンを持参する。 
〇毛筆漢字作品の課題を練習する。（240
分） 

第 8 回 
11/16 

【第 8 回】書写指導―毛筆による漢字指導（←目
標?） 
実際に毛筆を用いて漢字作品を仕上げる。 
書写指導の留意点を実感する。 

◆毛筆セットを持参する。 
〇書写指導の要点をまとめる。（240 分） 
★毛筆漢字作品を提出する。 

第 9 回 
11/30 

【第 9 回】教材新聞の実際と作り方を学ぶ。 
国語科の背景となる学問領域との関係を理解し、教材
研究に活用する。 

◎物語文教材の教材新聞の構想を練る。
（240 分） 

第 10 回 
12/7 

【第 10 回】物語文の教材研究と指導案および教材新
聞作り 
指導案を作成するための教材研究手順の確認と指導案
および教材新聞を始める。(（←目標?） 

◎物語文教材の指導案および教材新聞作りを
進める。（240 分） 

第 11 回 
12/14 

【第 11 回】物語文教材研究と指導案および教材新聞
作りを進める。（←目標?） 

◎物語文教材の教材新聞を仕上げる。（240
分） 

第 12 回 
12/21 

【第 12 回】物語文の指導案を仕上げる。 
発問計画、板書計画をグループで検討する。 

★グループ教材新聞提出。 
〇グループ指導案をもとに各自指導案を作成
する。（240 分） 

第 13 回 
1/11 

【第 13 回】代表グループによる物語文の模擬授業を
実施する。 
授業研究協議会を開く。（←目標?） 

★個人国語科学習指導案提出。 
〇総合レポート課題について準備する。
（240 分） 

第 14 回 
1/18 

【第 14 回】総合レポート「国語の授業を作るための
必須事項」を仕上げる。 
国語科授業の全体構造を理解する。 

〇これまでの授業内容をふり返り、まとめ
る。（240 分） 
★総合レポートを授業内に記述し提出する。 

第 15 回 
1/25 

【第 15 回】総合レポートをふまえて「国語科授業」
について意見交流を行う。 

〇「国語科授業」に関する気づきをまとめ
る。（240 分） 



国語科の全体構造を把握する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED202-
A51 

2.科目名 初等音楽科教育法 (教育専修コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】学習指導要領に基づく音楽科基礎理論を根拠として小学校音楽科の学習指導案の作
成を学ぶ。モデル授業のビデオや学習指導案例を解釈したうえで、テキスト事例を基本にグ
ループで模擬授業を行う。模擬授業の実施結果をレポートし、音楽科の指導内容を改めて捉
え直す。最終的に具体的授業像につながる学習指導案を作成する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【社会に能動的に貢献する姿勢(社会的貢献性)】 
集団や社会のために他者とともに行動し貢献することができる。 
【学修目標】 
・学習指導要領における音楽科目の目標と構造を理解する 
・学年における指導上の留意点を理解したうえで、教材の活用・授業設計・学習評価の方法
を理解する 
・学習指導案の構成を理解し、具体的な授業を想定した学習指導案を作成する 
・模擬授業とその振り返りを通して、授業改善の視点を身に付ける 
 

19.教科書・教材 新訂版 小学校音楽科の学習指導 −生成の原理による授業デザイン−  廣済堂あかつき 
20.参考文献 生成を原理とする 21 世紀音楽カリキュラム −幼稚園から高等学校まで−  東京書籍 

21.成績評価 

最終指導案作成２６％  授業を通した指導案作成①４％②４％③１０％ ワークシート１
６％(２％×８回)  
模擬授業指導案１０％ 模擬授業実践結果レポート１０％  小テスト２０％(１０％×２
回) 
  
 

22.コメント 
採用試験に課されることの多いソプラノリコーダーを持参 
講義を聴くだけではない参加型授業であることを認識し授業に臨むこと。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

オリエンテーション 学習指導案と音楽科の授業像 
 教科教育における学習指導案の位置づけと授業の目
標を理解する。 
 新旧音楽科の授業比較を通して、これからの音楽科
の授業に対するイメージをつかむ。 
 ワークシート① 指揮法及びリコーダー演奏の基礎
を習得する。 
 

〇［学修課題 予・復習］指揮法及びリコー
ダー演奏の基礎を理解する。2ｈ 

 音楽科の指導内容と教材研究 〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．８〜



 学習指導案作成において教材研究の方法を理解す
る。 
 ワークシート② 歌唱共通教材(１・２年生)の指揮 
 

１０、ｐ．１８、ｐ．１６０〜１６１、ｐ．
２７〜ｐ３２を読む。 ４ｈ 
歌唱共通教材(１・２年生)の指揮 １ｈ 
 

 

音楽科における知覚・感受と共通事項  
 学習指導要領における共通事項を認識し、音楽科に
おける知覚・感受を理解する。 
 ワークシート③ 歌唱共通教材(３・４年生)の指揮 
 

〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．１９
〜ｐ．３２を読む。 ５ｈ 
歌唱共通教材(３・４年生)の指揮 １ｈ 
 

 

音楽科の指導内容の構成 
 学習指導案作成において指導内容の構成を理解す
る。 
 ワークシート④歌唱共通教材(５・６年生)の指揮 
 

〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．３５
〜ｐ．４４を読む。 ３h 
歌唱共通教材(５・６年生)の指揮 １ｈ 
  
 

 

指導内容と年間指導計画および学習指導案 
 指導内容と年間指導計画および学習指導案との関連
を理解する 
 音楽科の学力 
 学習指導案作成において、音楽科の学力構造に基づ
く評価の観点と評価方法を理解する。 
 子どもの安心につながる指導案をグループで考案す
る。指導案①  
 ワークシート⑤ 歌唱共通教材(１・２年生)のリコ
ーダー演奏 
 

〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．１２
〜ｐ．１５、ｐ．３２〜ｐ．３４を読む。 
３ｈ 
歌唱共通教材(１・２年生)のリコーダー演奏 
１ｈ 
 

 

音楽科の目標 
 学習指導案作成において音楽科の目標を学校教育に
おける位置づけと t 関わらせて理解する。 
 子どもの安心につながる指導案をグループで考案す
る。指導案② 
 ワークシート⑥ 歌唱共通教材(３・４年生)のリコ
ーダー演奏 
 音楽科の単元構成の原理 
 学習指導案作成において音楽科の単元構成の方法を
理解する。 
 

〇［学修課題 予・復習］ 歌唱共通教材
(３・４年生)のリコーダー演奏 １ｈ 

 

音楽科の指導方法 
 学習指導案作成において音楽科授業の指導法を理解
する。 
 ワークシート⑦歌唱共通教材(５・６年生)のリコー
ダー演奏 
 

〇［学修課題 予・復習］ 次回学習指導案
提出に向けた最終チェック ４ｈ 
歌唱共通教材(５・６年生)のリコーダー演奏 
１ｈ 
次回指揮法及びリコーダー演奏テストの準備 
４ｈ 
 

 

音楽科学習指導の構造 
 学習指導案作成事例の授業実践を通して、学習指導
案の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 授業を通して作成した指導案を提出する。指導案③ 
 指揮法小テスト  

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 



 リコーダー小テスト 
 

 

模擬授業の検討 
 グループごとに、実践する模擬授業(鑑賞・器楽・
歌唱・音楽づくり)について検討する。 
 

◎［学修課題 予・復習］ グループごと
に、実践する模擬授業(鑑賞・器楽・歌唱・
音楽づくり)について検討し、模擬授業指導
案を作成。 ５ｈ 

 

模擬授業①「鑑賞」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 

 

模擬授業②「音楽づくり」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 

 

模擬授業③「器楽」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 

 

模擬授業④「歌唱」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 
テキストｐ．４５〜ｐ．５２を読む ３ｈ 
 

 

音楽科の学習評価 
 音楽科の評価の観点と評価方法、評定への導き方を
理解する。 
 ワークシート⑧ 
 

〇［学修課題 予・復習］ 次回最終指導案
作成に向け検討する。５ｈ 

 

学習指導案の作成 
 指定された条件による学習指導案を作成し提出す
る。 
  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED202-
A52 

2.科目名 初等音楽科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】学習指導要領に基づく音楽科基礎理論を根拠として小学校音楽科の学習指導案の作
成を学ぶ。モデル授業のビデオや学習指導案例を解釈したうえで、テキスト事例を基本にグ
ループで模擬授業を行う。模擬授業の実施結果をレポートし、音楽科の指導内容を改めて捉
え直す。最終的に具体的授業像につながる学習指導案を作成する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【社会に能動的に貢献する姿勢(社会的貢献性)】 
集団や社会のために他者とともに行動し貢献することができる。 
【学修目標】 
・学習指導要領における音楽科目の目標と構造を理解する 
・学年における指導上の留意点を理解したうえで、教材の活用・授業設計・学習評価の方法
を理解する 
・学習指導案の構成を理解し、具体的な授業を想定した学習指導案を作成する 
・模擬授業とその振り返りを通して、授業改善の視点を身に付ける 
 

19.教科書・教材 新訂版 小学校音楽科の学習指導 −生成の原理による授業デザイン−  廣済堂あかつき 
20.参考文献 生成を原理とする 21 世紀音楽カリキュラム −幼稚園から高等学校まで−  東京書籍 

21.成績評価 

最終指導案作成２６％  授業を通した指導案作成①４％②４％③１０％ ワークシート１
６％(２％×８回)  
模擬授業指導案１０％ 模擬授業実践結果レポート１０％  小テスト２０％(１０％×２
回) 
  
 

22.コメント 
採用試験に課されることの多いソプラノリコーダーを持参 
講義を聴くだけではない参加型授業であることを認識し授業に臨むこと。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

オリエンテーション 学習指導案と音楽科の授業像 
 教科教育における学習指導案の位置づけと授業の目
標を理解する。 
 新旧音楽科の授業比較を通して、これからの音楽科
の授業に対するイメージをつかむ。 
 ワークシート① 指揮法及びリコーダー演奏の基礎
を習得する。 
 

〇［学修課題 予・復習］指揮法及びリコー
ダー演奏の基礎を理解する。2ｈ 

 音楽科の指導内容と教材研究 〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．８〜



 学習指導案作成において教材研究の方法を理解す
る。 
 ワークシート② 歌唱共通教材(１・２年生)の指揮 
 

１０、ｐ．１８、ｐ．１６０〜１６１、ｐ．
２７〜ｐ３２を読む。 ４ｈ 
歌唱共通教材(１・２年生)の指揮 １ｈ 
 

 

音楽科における知覚・感受と共通事項  
 学習指導要領における共通事項を認識し、音楽科に
おける知覚・感受を理解する。 
 ワークシート③ 歌唱共通教材(３・４年生)の指揮 
 

〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．１９
〜ｐ．３２を読む。 ５ｈ 
歌唱共通教材(３・４年生)の指揮 １ｈ 
 

 

音楽科の指導内容の構成 
 学習指導案作成において指導内容の構成を理解す
る。 
 ワークシート④歌唱共通教材(５・６年生)の指揮 
 

〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．３５
〜ｐ．４４を読む。 ３h 
歌唱共通教材(５・６年生)の指揮 １ｈ 
  
 

 

指導内容と年間指導計画および学習指導案 
 指導内容と年間指導計画および学習指導案との関連
を理解する 
 音楽科の学力 
 学習指導案作成において、音楽科の学力構造に基づ
く評価の観点と評価方法を理解する。 
 子どもの安心につながる指導案をグループで考案す
る。指導案①  
 ワークシート⑤ 歌唱共通教材(１・２年生)のリコ
ーダー演奏 
 

〇［学修課題 予・復習］テキストｐ．１２
〜ｐ．１５、ｐ．３２〜ｐ．３４を読む。 
３ｈ 
歌唱共通教材(１・２年生)のリコーダー演奏 
１ｈ 
 

 

音楽科の目標 
 学習指導案作成において音楽科の目標を学校教育に
おける位置づけと t 関わらせて理解する。 
 子どもの安心につながる指導案をグループで考案す
る。指導案② 
 ワークシート⑥ 歌唱共通教材(３・４年生)のリコ
ーダー演奏 
 音楽科の単元構成の原理 
 学習指導案作成において音楽科の単元構成の方法を
理解する。 
 

〇［学修課題 予・復習］ 歌唱共通教材
(３・４年生)のリコーダー演奏 １ｈ 

 

音楽科の指導方法 
 学習指導案作成において音楽科授業の指導法を理解
する。 
 ワークシート⑦歌唱共通教材(５・６年生)のリコー
ダー演奏 
 

〇［学修課題 予・復習］ 次回学習指導案
提出に向けた最終チェック ４ｈ 
歌唱共通教材(５・６年生)のリコーダー演奏 
１ｈ 
次回指揮法及びリコーダー演奏テストの準備 
４ｈ 
 

 

音楽科学習指導の構造 
 学習指導案作成事例の授業実践を通して、学習指導
案の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 授業を通して作成した指導案を提出する。指導案③ 
 指揮法小テスト  

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 



 リコーダー小テスト 
 

 

模擬授業の検討 
 グループごとに、実践する模擬授業(鑑賞・器楽・
歌唱・音楽づくり)について検討する。 
 

◎［学修課題 予・復習］ グループごと
に、実践する模擬授業(鑑賞・器楽・歌唱・
音楽づくり)について検討し、模擬授業指導
案を作成。 ５ｈ 

 

模擬授業①「鑑賞」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 

 

模擬授業②「音楽づくり」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 

 

模擬授業③「器楽」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 

 

模擬授業④「歌唱」 
 モデル授業案による模擬授業を通して、学習指導案
の構成要素と学習過程を総合的に理解する。 
 音楽学習の領域・分野ごとの授業づくりの特徴を理
解する。 
 模擬授業実践結果レポートを提出する。 
 

◎［学修課題 復習］ 模擬授業実践結果レ
ポートを提出する。２ｈ 
テキストｐ．４５〜ｐ．５２を読む ３ｈ 
 

 

音楽科の学習評価 
 音楽科の評価の観点と評価方法、評定への導き方を
理解する。 
 ワークシート⑧ 
 

〇［学修課題 予・復習］ 次回最終指導案
作成に向け検討する。５ｈ 

 

学習指導案の作成 
 指定された条件による学習指導案を作成し提出す
る。 
  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED203-
A51 

2.科目名 初等図画工作科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習(講義・実技を含む） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成⻑と表
現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や
価値についての認識を深めます。 
その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自発的・主体的な学習を保障しなが
ら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実践的力量の形成をはかります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①図画工作科の教育目標や指導理念，教材開発の視点，学習内容について説明できるように
します。 
②子どもの視点に立った教科内容の理解を深め，表現・鑑賞教材の具体的な授業場面を想定
した授業設計を行うとともに効果的な指導方法の習得を目指します。 
③児童の造形発達の特徴について理解を深め、児童の造形活動や作品に対して受容、共感、
反応する力を養います。 

19.教科書・教材 

①大橋功『美術教育概論（新訂版）』2018．ISBN978-4536601030、もしくは、大橋功『美
術教育概論（改訂版）』2009．ISBN978-4-536-60021-7 1 年次に購入したもので良い。 
②文部科学省『小学校学習指導要領解説図画工作編』日本文教出版 最新版 
③『小学校図画工作科教科書 1・2 上，1・2 下，3・4 上，3・4 下，5・6 上，5・6 下』
日本文教出版 
①は「造形 I」（1 年春学期）、「「保育内容・表現Ⅰ」（2 年春学期）、「図画工作科Ⅰ」（2 年春
学期）、「図画工作科Ⅱ」（ 

20.参考文献 辻泰秀『造形教育の教材と授業づくり』日本文教出版，2012．ISBN978-4-536-60056-9 

21.成績評価 

① 受講ノート=10％（毎回の授業について感想や質問などを 200 字程度でまとめ
る） 
② グループワーク（4 回分）＝20％（翌週の授業時に提出） 
③ 個人ワーク（10 回）=30％（翌週の授業開始までに e ポートフォリオに投稿） 
④ 作成した学習指導案の内容=20％ 
⑤ レポート課題=20％ 
①は、学習目標①の達成、②は、学習目標②の達成、③は、学習目標の②③の達成、④は、
学習目標②の達成、⑤は、学習目標①②③の達成状況を評価します。 

22.コメント 

○本講義では，実際の小学校での具体的な実践にも触れながら演習型の授業を行います。 
○受講生を３〜４人を基準とするグループに分け，協調自立学習として展開します。したが
って，欠席や遅刻は自らの学習効果を損なうだけでなく，グループのメンバーへの迷惑にな
るということを十分自覚して責任ある態度で学習に参加しましょう。 



○作品を制作しながら学習することが多いので，汚れてもよい服装で参加しましょう。「自
分・友達・教室を汚さない」が基本です。 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
SA〇 

ガイダンス 
活動グループのグルーピング 
図画工作科の意義と課題について  教科書 pp.94〜
99 
 

〇復習及び授業ノートの整理（120 分） 
★資料のダウンロード・プリントアウト
（60 分） 
 

第 2 回 
SA〇 

子どもの造形活動を捉える視点 
自分たちが学んできた図画工作科の授業の交流と、学
習指導要領における図画工作科の内容について   
教科書 pp.100〜107  
個人ワーク：課題「描き比べてみよう」 
 

〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「描き比べてみよう」
（60 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 3 回 
SA〇 

教材づくりの基礎 
図画工作科で用いられる材料・用具・用法について  
教科書 pp.150〜160 
個人ワーク：課題「ひとつの用具を採り上げ，指導時
の安全指導についてポイントを整理しよう」 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：「ひとつの用具を採り上げ，
指導時の安全指導についてポイントを整理し
よう」（60 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 4 回 
SA〇 

学習指導要領と美術教育の変遷・今日的課題について 
教科書 pp.32~37  
個人ワーク：課題「他の教科・領域と関連させた図画
工作科の題材を見つけよう」 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★◎個人ワーク：課題「他教科と関連させて
行う図画工作科の題材について、学習指導案
を Web で探して内容について考えよう。」
（60 分） 

第 5 回 
SA〇 
 

表現活動の授業づくり①（造形遊び） 
「造形遊び」のねらいと特徴について  教科書
pp.122〜127 
個人ワーク：課題「自然物を使った造形あそびの作品
をつくろう」 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「自然物を使った造形あ
そびの作品をつくろう」（60 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 6 回 
SA〇 

表現活動の授業づくり②（絵にあらわす） 
「絵にあらわす」のねらいと特徴について  教科書
pp.128〜131 
個人ワーク：課題「コラージュ技法を使った作品をつ
くろう」 
描画ソフトによる製作 

◆ノートパソコン◆ 
復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「コラージュ技法を使っ
た作品をつくろう」（60 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 7 回 
SA〇 

表現活動の授業づくり③（立体にあらわす） 
「立体にあらわす」のねらいと特徴  教科書
pp.128〜131 
個人ワーク：課題「針金を使った造形物をつくろう」 

◆ノートパソコン◆ 
復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「針金を使った造形物を
つくろう」 
（60 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 8 回 
SA〇 

表現活動の授業づくり④（工作にあらわす） 
「工作にあらわす」のねらいと特徴  
教科書 pp．132〜137 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題｢身近な材料で動くおも



個人ワーク：課題｢身近な材料で動くおもちゃをつく
ろう｣ 

ちゃをつくろう｣（120 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 9 回 
SA〇 
 

表現活動の授業づくり⑤（絵や立体，工作にあらわ
す） 
「絵や立体，工作にあらわす」のねらいと特徴 
グループワーク 1：課題「グループでストーリーを考
え，オリジナルキャラクターをつくったり動かしたり
してアニメーションをつくろう」 
動画編集アプリ「ストップモーション」を使った製作 

◆スマートフォン・タブレットのいずれか、
ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★◎グループワークⅡ：課題「グループでス
トーリーを考え，オリジナルキャラクターを
つくったり動かしたりしてアニメーションを
つくろう。」（240 分） 

第 10 回 
SA〇 

表現活動の授業づくり⑥（鑑賞） 
鑑賞のねらいと特徴  教科書 pp.144〜149 
個人ワーク：課題「鑑賞ワークシートをつくろう」 
ワープロソフト「WORD」による製作 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「鑑賞学習で使えるワー
クシートをつくろう」（60 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 11 回 
SA〇 

評価の方法 
学習評価の目的と評価の観点について  教科書
pp.118〜120 
個人ワーク：課題「題材の評価基準を作成しよう」 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「題材の評価基準を作成
しよう」（60 分） 
＜e ポートフォリオに投稿＞ 

第 12 回 
SA〇 

カリキュラム編成と授業の構想 
指導案の書き方と留意点について 
授業計画と授業構想について 教科書 pp.108〜117 
個人ワーク：課題「インターネットなどで学習指導案
を検索し，指導案を作成しよう」 
Web での検索、ブラウザの使用 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「図画工作科の学習指導
案を書いてみましょう。」（120 分） 
＜webclass に提出＞ 

第 13 回 
SA〇 

授業をつくる① 
図画工作科の授業づくりについて 
作成してきた学習指導案を基に、模擬授業を計画しよ
う 
グループワーク２「グループで 1 つ題材を選んで、
題材紹介のプレゼンテーションをつくろう」 
Web での検索、ブラウザの使用 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★グループワーク：課題「模擬授業を計画し
よう(プレゼンをつくろう）」（120 分） 
＜webclass に提出＞ 

第 14 回 
SA〇 

授業をつくる② 
図画工作科の授業づくりについて 
グループワーク３：課題「グループで 1 つ題材を選
んで，学習指導案を作成し模擬授業をしよう」1 
プレゼンテーションソフトの使用 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★◎グループワークⅢ：課題「グループで 1
つ題材を選んで，学習指導案を作成し模擬授
業をしよう」（240 分） 
〇レポート作成（課題は講義時に説明しま
す） 

第 15 回 
SA〇 

授業をつくる③ 
図画工作科の授業づくりについて 
グループワーク３：課題「グループで 1 つ題材を選
んで，学習指導案を作成し模擬授業をしよう」2 
総括  
プレゼンテーションソフトの使用 
 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
★個人ワーク：課題「学習指導案を作成しよ
う」 
〇レポート作成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED205-
A51 

2.科目名 初等体育科教育法 (教育専修コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
保健体育科教育分野に
おける実務経験のある
教員の授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

小学校必
修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉子ども学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 小学校における体育科の各運動領域の特性やねらいを理解し、学年や発達に応じた指導計
画を作成する力を育成し、学習指導案作成を通して教材研究し、授業を創造的に展開してい
ける力を養成する。 
 その際、運動が持つ特性を理解し、児童が運動それぞれが持つ固有の楽しさに触れること
ができるような学習活動を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

②教育・社会事象を概念から体系的な知識を使って理論的に説明 
③コミュニケーション力の獲得・実践 
本講義のテーマは，体育授業づくりの視点とその活用である。体育における教師の児童と関
わる素地を育成することが目的である。以下の 3 点を学習の目標とする。 
① 自らの体育学習観を振り返り，運動の楽しさを核とした授業づくりの基盤を確立するこ
とができる。 
② 授業実践上の教師の構えを身につけ，教材研究を反映した授業づくりができる。 
③ 体育授業づくりの視点を明確にし，単元計画を立案し，指導案の作成ができる。 

19.教科書・教材 

学習指導要領解説（体育編）文部科学省 東洋館出版（各学校で体育科の教育課程（カリキ
ュラム）を編成する際の基準が書かれています。） 
初等体育授業づくり入門 岩田靖他編著 大修館書店（授業で扱う指導案の書き方について
まとめられた書籍です。） 

20.参考文献 

体育科教育学入門 高橋建夫他 大修館書店（授業内で扱う内容についてまとめられた書籍
です。） 
保健科教育法入門 日本保健科教育学会編 大修館書店（授業内で扱う体育科保健領域につ
いてまとめられた書籍です。） 

21.成績評価 

以下の課題を提出要件を満たし、期日中に定められた方法で提出することを合格基準とす
る。配点は以下のとおりである。 
①小課題      20 点【学習目標①に対応】 
②学習指導案    20 点【学習目標③に対応】 
③交流ワーク（演習）20 点【学習目標②に対応】 
④総括テスト    40 点 

22.コメント 
体育授業と学級経営には関連があると言われています（日野ら、2000）。体育の授業実践力
を身につけ、優れた教員への第一歩としましょう。 

23.オフィスアワー 毎週⽕曜日の 3 週目は、研究室で質問等を受け付けています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

オリエンテーション 
講義；「小学校で体育授業を行う教師に必要な資質と
能力」 

〇体育科と他の教科の違いについてまとめて
おく。 
1 時間 



・授業の進め方について 
・体育科の目標について 
 

〇体育授業を行う教師にとって必要な資質と
能力についてまとめておく。 
40 分 
〇自らが受けてきた小学校体育の授業につい
てまとめておく 
50 分 

第 2 回 
講義；体育のカリキュラム論 
「体育授業で何を教えるのか」 
 

○遊びについてまとめておく。50 分 
○体育が果たしてきた役割について調べてお
く。 
50 分 

第 3 回 
 

講義；体育科教育のこれまでとこれから 
〜r 歴史的変遷〜 

○体育の役割を社会的背景を踏まえてまとめ
ておく。 
50 分 
○学習指導要領の変遷について調べておく。 
50 分 

第 4 回 講義；学習指導要領のこれまでとこれから 
〜より良い学習指導案に向けて〜 

○社会的背景を踏まえて、学習指導要領の果
たした役割をまとめておく。 
50 分 
○自分が体験したよい体育授業についてまと
めておく。 
40 分 

第 5 回 
講義；小学校で体育授業を行う教師として知っておき
たいこと 
〜よい体育授業に存在するもの〜 

○よい体育授業に存在するものについてまと
めておく。 
50 分 
○体育科の領域・内容について調べておく。 
40 分 

第 6 回 
講義；学習指導案の作成 
〜単元計画と学習指導案の作成〜 

○単元計画及び学習指導案作成のポイントを
まとめておく。50 分 
○体育指導場面で頻繁に表れる場面について
まとめておく。40 分 
 

第 7 回 
演習（体育
館） 

講義と活動；こんな時、どうする？ 
〜場面指導とマイクロティーチング〜 

○場面ごとにマイクロティーチングの方法を
整理しておく。 
50 分 
○体つくり運動と他の領域の違いについて調
べておく。 
40 分 

第 8 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業① 
〜体つくり運動系〜 

○必要の充足の視点から、体つくり運動をま
とめておく。50 分 
○陸上運動の特性について調べておく。 
40 分 
 

第 9 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業② 
〜陸上運動系〜 

○走運動を中心に陸上運動について整理して
おく。 
50 分 
○保健領域について調べておく。 
40 分 

第 10 回 講義と活動；指導案作成と模擬授業③ ○薬物乱用の事例から、保健の授業について



〜保健領域〜 まとめておく。 
50 分 
○器械運動（特に跳び箱）について調べてお
く。 
50 分 

第 11 回 
演習（体育
館） 

講義と活動；指導案作成と模擬授業④ 
〜器械運動系〜 

○技の系統性と課題の視点を柱に器械運動に
ついてまとめておく。 
50 分 
○ボール運動（ゴール型）について調べてお
く。 

第 12 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業⑤ 
〜ボール運動系〜 

○ゲームの様相の観点（攻防分離から攻防争
乱）から、ゴール型ゲームをまとめておく。 
50 分 
○ネット型ゲームについて調べておく。 
40 分 

第 13 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業⑥ 
〜水泳運動系〜 

○安心安全の観点から水泳運動についてまと
めておく。 
50 分 
○水泳授業の評価について調べておく。 
50 分 

第 14 回 

講義と活動；授業全体のふりかえり 
〜事例問題を通した総合的なふりかえり〜 
講義全体で学んだ知識の整理（習得）及び事例問題を
通した総合的なふりかえり（活用）。 

○グループによるまとめを完成させる（時間
内にできないときは、次回までに提出）。 
○他の教科と比較し、体育の独自性について
まとめておく。 

第 15 回 
講義；総括 体育科の独自性とは 
総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED205-
A52 

2.科目名 初等体育科教育法 (教育･保育コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
保健体育科教育分野に
おける実務経験のある
教員の授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

小学校必
修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉子ども学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 小学校における体育科の各運動領域の特性やねらいを理解し、学年や発達に応じた指導計
画を作成する力を育成し、学習指導案作成を通して教材研究し、授業を創造的に展開してい
ける力を養成する。 
 その際、運動が持つ特性を理解し、児童が運動それぞれが持つ固有の楽しさに触れること
ができるような学習活動を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連 
②教育・社会事象を概念から体系的な知識を使って理論的に説明 
③コミュニケーション力の獲得・実践 
本講義のテーマは，体育授業づくりの視点とその活用である。体育における教師の児童と関
わる素地を育成することが目的である。以下の 3 点を学習の目標とする。 
① 自らの体育学習観を振り返り，運動の楽しさを核とした授業づくりの基盤を確立するこ
とができる。 
② 授業実践上の教師の構えを身につけ，教材研究を反映した授業づくりができる。 
③ 体育授業づくりの視点を明確にし，単元計画を立案し，指導案の作成ができる 

19.教科書・教材 

学習指導要領解説（体育編）文部科学省 東洋館出版（各学校で体育科の教育課程（カリキ
ュラム）を編成する際の基準が書かれています。） 
初等体育授業づくり入門 岩田靖他編著 大修館書店（授業で扱う指導案の書き方について
まとめられた書籍です。） 

20.参考文献 

体育科教育学入門 高橋建夫他 大修館書店（授業内で扱う内容についてまとめられた書籍
です。） 
保健科教育法入門 日本保健科教育学会編 大修館書店（授業内で扱う体育科保健領域につ
いてまとめられた書籍です。） 

21.成績評価 

以下の課題を提出要件を満たし、期日中に定められた方法で提出することを合格基準とす
る。配点は以下のとおりである。 
①小課題      20 点【学習目標①に対応】 
②学習指導案    20 点【学習目標③に対応】 
③交流ワーク（演習）20 点【学習目標②に対応】 
④総括テスト    40 点 

22.コメント 体育授業と学級経営には関連があると言われています（日野ら、2000）。体育の授業実践力
を身につけ、優れた教員への第一歩としましょう。 

23.オフィスアワー 毎週⽕曜日の 3 週目は、研究室で質問等を受け付けています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
 

オリエンテーション 
講義；「小学校で体育授業を行う教師に必要な資質と

〇体育科と他の教科の違いについてまとめて
おく。 



能力」 
・授業の進め方について 
・体育科の目標について 
 

1 時間 
〇体育授業を行う教師にとって必要な資質と
能力についてまとめておく。 
40 分 
〇自らが受けてきた小学校体育の授業につい
てまとめておく 
50 分 

第 2 回 
講義；体育のカリキュラム論 
「体育授業で何を教えるのか」 
 

○遊びについてまとめておく。50 分 
○体育が果たしてきた役割について調べてお
く。 
50 分 

第 3 回 
 

講義；体育科教育のこれまでとこれから 
〜r 歴史的変遷〜 

○体育の役割を社会的背景を踏まえてまとめ
ておく。 
50 分 
○学習指導要領の変遷について調べておく。 
50 分 

第 4 回 
講義；学習指導要領のこれまでとこれから 
〜より良い学習指導案に向けて〜 

○社会的背景を踏まえて、学習指導要領の果
たした役割をまとめておく。 
50 分 
○自分が体験したよい体育授業についてまと
めておく。 
40 分 

第 5 回 
講義；小学校で体育授業を行う教師として知っておき
たいこと 
〜よい体育授業に存在するもの〜 

○よい体育授業に存在するものについてまと
めておく。 
50 分 
○体育科の領域・内容について調べておく。 
40 分 

第 6 回 
講義；学習指導案の作成 
〜単元計画と学習指導案の作成〜 

○単元計画及び学習指導案作成のポイントを
まとめておく。50 分 
○体育指導場面で頻繁に表れる場面について
まとめておく。40 分 
 

第 7 回 
演習（体育
館） 

講義と活動；こんな時、どうする？ 
〜場面指導とマイクロティーチング〜 

○場面ごとにマイクロティーチングの方法を
整理しておく。 
50 分 
○体つくり運動と他の領域の違いについて調
べておく。 
40 分 

第 8 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業① 
〜体つくり運動系〜 

○必要の充足の視点から、体つくり運動をま
とめておく。50 分 
○陸上運動の特性について調べておく。 
40 分 
 

第 9 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業② 
〜陸上運動系〜 

○走運動を中心に陸上運動について整理して
おく。 
50 分 
○保健領域について調べておく。 
40 分 



第 10 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業③ 
〜保健領域〜 

○薬物乱用の事例から、保健の授業について
まとめておく。 
50 分 
○器械運動（特に跳び箱）について調べてお
く。 
50 分 

第 11 回 
演習（体育
館） 

講義と活動；指導案作成と模擬授業④ 
〜器械運動系〜 

○技の系統性と課題の視点を柱に器械運動に
ついてまとめておく。 
50 分 
○ボール運動（ゴール型）について調べてお
く。 

第 12 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業⑤ 
〜ボール運動系〜 

○ゲームの様相の観点（攻防分離から攻防争
乱）から、ゴール型ゲームをまとめておく。 
50 分 
○ネット型ゲームについて調べておく。 
40 分 

第 13 回 
講義と活動；指導案作成と模擬授業⑥ 
〜水泳運動系〜 

○安心安全の観点から水泳運動についてまと
めておく。 
50 分 
○水泳授業の評価について調べておく。 
50 分 

第 14 回 

講義と活動；授業全体のふりかえり 
〜事例問題を通した総合的なふりかえり〜 
講義全体で学んだ知識の整理（習得）及び事例問題を
通した総合的なふりかえり（活用）。 

○グループによるまとめを完成させる（時間
内にできないときは、次回までに提出）。 
○他の教科と比較し、体育の独自性について
まとめておく。 

第 15 回 講義；総括 体育科の独自性とは 
総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED206-
A51 

2.科目名 初等学校経営論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育の基礎的理解に関
する科目 教育に関す
る社会的、制度的又は
経営的事項（学校と地
域との連携及び学校安
全への対応を含む。） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職選択
必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種  幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習（一部） 単独 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】「社会的な教育機関である学校の特性・構造等を理解し、学校経営の基礎・基本に
ついて学ぶ。」 
【概要】 
○社会の中での学校の役割が理解できる。 
○ギガスクール構想の意義とこれからの学校・学級の姿について理解できる。 
○学校組織の構造と特性が理解できる。 
○教職員の職務の特性が理解できる。 
○学校経営・学級経営の本質が理解できる。 
○教師力について理解し、実践力の基礎を身につけることができる。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【ＤＰに基づく本授業の学修目標】 
(1)自律性：社会的な教育機関である学校の特性・構造等について、自らの経験を振り返り
と対照しながら理解できるようになること。 
(4)問題発見・解決力：知りえた内容に刺激を受けて、新たな疑問や関心を持つことができ
る。 
(6)専門的知識・技能の活用力：必要かつ信頼できる情報を取捨選択して集め、問題解決の
ために要点を整理・保存することができる。 
【詳細】 
（1-1）社会の状況を理解し、その変化が学校教育にもたらす影響とそこから生じる課題、
並びにそれに対応するための教育政策の動向 

19.教科書・教材 
〇笑育ドリル〜「育てる」をもっと楽しく・おもしろく〜 
※「生徒指導・進路指導論」でも使用します。 
 

20.参考文献 〇笑育のすすめ〜「笑顔」の力で教育が変わる〜 エイチエス出版 

21.成績評価 

○グループワークを含む学修記録としての、 
 ワークシートの作成（ほぼ毎時）と提出     …   60％ 
○小レポート（学級通信づくり）            …   20％ 
○学期末まとめのテスト                …   20％ 
 

22.コメント 
〇教科書「笑育ドリル」を演習などに使用します。必ず購入してください。＊同じ教科書を
「生徒指導・進路指導論」でも使用します。2 冊購入する必要はありません。 
〇小学校生活は誰もが経験しています。いろいろな思い出があると思いますが、皆さんが受



けてきた教育には、どのような意味やねらいがあったのでしょうか。一緒に学んでいきまし
ょう。アクティブラーニングを基本とした講義と言うものは、集団思考に価値があります。
即ち、出席してナンボです。第１回目から１５回目までしっかりと出席できる人を待ってい
ます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・受講のルールの確認 
・シラバスの詳細等  々
 

〇小学校での「全校朝会」について想起し
て、その意義や意味について考察してくる
（90 分） 

【第 2 回】 

◇社会状況の変化と学校教育の課題１） 
・学校の歴史 
・学校をめぐる近年の課題について 
・「全校朝会」の意義と意味について  
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇各クラスで実施していた「朝の会」につい
て想起して、その意義や意味について考察し
てくる（180 分） 

【第 3 回】 

◇社会状況の変化と学校教育の課題２） 
・子どもを巡る社会の変化と課題 
・学校制度と小学校の役割 
・社会構造の変化と学校 
・「朝の会」の意義と意味について  
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇各クラスで実施していた「終わりの会」に
ついて想起して、その意義や意味について考
察してくる（120 分） 
 

【第 4 回】 

◇社会状況の変化と学校教育の課題３） 
・PISA 型調査から見た日本の教育課題 
・学びの個別化・最適化について 
・「終わりの会」の意義と意味について  
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇 各クラスで実施していた「給食」につい
て想起して、その意義や意味について考察し
てくる（120 分） 

【第 5 回】 

◇学校教育制度について考える１） 
・公教育の原理と理念（教育基本法から） 
・「給食」の意義と意味について  
・グループ討議 
・「ワークシートの作成」 
 

〇クラスで実施していた「掃除のルール」に
ついて想起して、その意義や意味について考
察してくる（120 分） 
 

【第 6 回】 

◇学校教育制度について考える２） 
・教育制度を支える教育行政の仕組みと理念 
・「掃除のルール」の意義と意味について  
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇各クラスで実施していた「当番活動」につ
いて想起して、その意義や意味について考察
してくる（120 分） 

【第 7 回】 

◇学校教育制度について考える３） 
・教育制度をめぐる諸課題 
・「当番活動」の意義と意味について 
・グループ討議   

〇各クラスで実施していた「係活動」につい
て想起して、その意義や意味について考察し
てくる（120 分） 
 



・「ワークシートの作成」 
 

【第 8 回】 

◇学校や教育行政機関の目的と学校経営１） 
・公教育の目的と学校経営 
・「係活動」の意義と意味について  
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇 各クラスで実施していた「シールの活
用」について想起して、その意義や意味につ
いて考察してくる（120 分） 

【第 9 回】 

◇学校や教育行政機関の目的と学校経営２） 
・学校の年間計画と学校評価 
・「当番活動」の意義と意味について 
・グループ討議   
・「ワークシートの作成」 
 

〇各自が小学校で経験した「宿題」について
想起して、その意義や意味について考察して
くる（90 分） 

【第 10 回】 

◇学校や教育行政機関の目的と学校経営３） 
・学校経営の仕組み（校務分掌等） とその方法 
・「宿題」の意義と意味について  
・グループ討議 
・「ワークシートの作成」 
 

〇各自が小学校で経験した「シャープペンシ
ルのルール」について想起して、その意義や
意味について考察してくる（90 分） 

【第 11 回】 

◇学校や教育行政機関の目的と学校経営４） 
・教職員の連携 
・「シャープペンシルのルール」の意義と意味につい
て 
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇各クラスで実施していた「席替え」につい
て想起して、その意義や意味について考察し
てくる（90 分） 

【第 12 回】 

◇学校と地域の連携１） 
・地域との連携と協働のあり方 
・「席替えのルール」の意義と意味について 
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇各クラスで実施していた「指名の仕方」に
ついて想起して、その意義や意味について考
察してくる（90 分） 

【第 13 回】 

◇学校と地域の連携２） 
・地域との連携と開かれた学校づくり 
・「音読」の意義と意味について 
・グループ討議   
・「ワークシートの作成」 
 

〇各クラスで実施していた「音読指導」につ
いて想起して、その意義や意味について考察
してくる（120 分） 

【第 14 回】 

◇学校安全への対応１） 
・「学校危機管理」のあり方について 
・グループ討議  
・「ワークシートの作成」 
 

〇 レポート課題については、自宅でさらに
まとめる。（240 分） 

【第 15 回】 

◇学校安全への対応２） 
・安全管理と安全教育の課題 
・学修のまとめ小学校のこれから…教師のこれから… 
・グループ討議  

〇全時のふり返りとまとめ（120 分） 



・「ワークシートの作成」 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED207-
A51 

2.科目名 初等教育方法論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科子ども学専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、これからの社会を担う?供たちに求められる資質・能?を育成するために必要
な、教育の効果・効率を高めるためのさまざまな手法や授業設計の考え方のほか、コンピュ
ータやインターネットなどの ICT を教育において効果的に活用する方法を学びます。将来の
授業運営に活きる知識とスキルを身につけます。 
＜わたしが「教えたか？」よりも、子どもたちが「学んだか？」＞という観点に重点を置い
た、教育の方法や技術について学びましょう。 
授業においては、授業設計の活動などでは、進捗管理や相互レビューなどでグループやペア
学習を行います。また、各回の作業では、WebClass をはじめとした ICT ツールを活用する
ことで利用効果を実際に経験します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
① 子どもが身につけるべき資質・能力とは何かを説明できる。 
② 教育?法の基本原理に基づいた授業設計手法を適用した授業設計を作成できる。 
③ 学びを支援する指導技術に基づいた学習指導案を授業設計に盛り込むことができ
る。 
④ 授業設計や指導方略において、必要に応じて適切な ICT 活用を盛り込むことがで
きる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（1）自律性（3）多様性理解（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）
専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材 『教育の?法と技術〜主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン』
稲垣 忠 著，北?路書房，2019 年 

20.参考文献 

『ICT 活用の理論と実践−DX 時代の教師をめざして』稲垣忠・佐藤和紀編著，北大路書
房，2021 年 
『情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術』堀田龍也・佐藤和紀，三省堂，
2019 年 
その他、授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。すべての課題を実施・提出したうえで合計 60 点以上で
合格となります。 
（1）オンライン小テスト （学習目標１・2・3・4 に対応）20% 
 →各小テストは、満点で合格です。（何度でも受験可） 
 →実施時期は、授業の中で指示します。 
（2）中課題：学習課題分析図 （学習目標２に対応）25%   
（3）小課題（１）：学習指導計画案（学習目標３に対応）10%  
（4）小課題（２）：ICT 活用授業案（学習目標４に対応）10% 
（5）最終課題：学習指導案検討シート （学習目標１・２・３ 

22.コメント ・各回の授業で提示される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄



に記載しています。（個人差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定し
ています。 

23.オフィスアワー 
質問等があれば随時問い合わせてください。 
木曜日の授業後の時間で調整し応対します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

・本科目の授業デザインについて解説 
・これからの子どもたちに育みたい資質 能力（情報
活用能力を含む）について（第 1 章） 

[予習] シラバスと教科書第 1 章を読む 
[復習] 子どもたちに育みたい資質・能力に
ついて、自分の意見をまとめる 
 

第 2 回 
 

・教師に求められる授業力とは（第 2 章） 
・授業の魅力を高める ICT の活用（第 12 章） 
 →教育における先端技術の活用について 
 ・主体的学びの促進 
 ・個別最適学習や共同学習を実現するための ICT
活用の意義 
 ・学習ログの活用や情報セキュリティの重要性 
 

[予習] 第 2・12 章を精読／理想の教師像に
ついて自分の意見をまとめる 
[復習] 教師を目指す上で重要と考える点を
まとめる 
 

第 3 回 
 

授業デザインの基本形について学ぶ（第 3・4 章） 
 ・メーガー 3 つの質問 
 ・ガニェ 9 教授事象 など 
 

[予習] 第 3・4 章を精読 
[復習] 授業企画案を作成する 

第 4 回 
 

・授業企画を書き出してみる ←受講者間で相互レビ
ュー 
・学習目標の分類（第 4 章） 
 

[予習] 自分の体験で印象に残っている「よ
い授業」を書き出す 
[復習] 授業企画案を完成して提出 
 

第 5 回 
 

・学習目標の構造化と系列化 
・学習課題分析図の作成方法（第 9 章） 

[予習] 第 9 章を精読／学習目標の分類につ
いての知識をまとめてみる 
[復習] 自分の授業企画案の学習目標につい
て分類を確認し、必要に応じて修正する 
 

第 6 回 
 

学習課題分析図を作成する（第 9 章） ←受講者間
で相互レビュー 

[予習] 課題分析図の種類・構成についてま
とめてみる 
[復習] 自分の授業企画案に基づいた課題分
析図を描いてみる 
◆中課題：課題分析図を WebClass から提
出 
 

第 7 回 
 評価方法：学習目標と適切に対応させる（第 11 章） 

[予習] 第 11 章を精読する／授業企画案の
学習目標に対応する評価方法を検討する 
[復習] 授業企画案の学習目標に対応する評
価方法を修正する。 
 

第 8 回 
 

 
・学習環境について 
・デジタルコンテンツの役割について  
 ・教室内外の対話・協働を支える ICT の活用につ
いて（特別な支援を必要とする学習者への対応を含

[予習] 第 5・6 章を精読する 
[復習] 授業企画書の指導案を検討する 
 



む） 
 ・学習指導法（発問などについて） など 
 

第 9 回 
 

・主体的な学習活動について（ケラーARCS モデル）
（第 10 章） 
・ICT による学びの保障（学習率：キャロル 時間モ
デル）（第 7 章） 
 ・オンライン授業の意義と活用方法について 
 

[予習] 第 7・10 章を精読する 
[復習] 授業企画案の指導方法をブラッシュ
アップする 
◆小課題（1）：学習指導計画案「単元・各
回の授業検討ワークシート」を WebClass
から提出 

第 10 回 
 

・ICT の使い方を教える 
・情報モラル・セキュリティ教育の重要性について
（第 13 章） 
・これからの学校・教師の役割について（第 14 章） 
 ・大学との連携等による外部の教育リソースの活用
について 
 

[予習] 第 13・14 章を精読する 
[復習] ICT を活用した授業案を検討する 
◆小課題（2）：ICT 活用授業案を WebClass
から提出 

第 11 回 
 

・ICT を使った授業を考えてみる 
・学校の ICT 環境の整備について 
・ICT 環境や効果的な ICT 活用の事例を参照 
・ICT を活用した指導方法の修練 
 

[予習] ICT を活用した授業について事例を
調べる 
[復習] 授業企画案の ICT 活用案をブラッシ
ュアップする 

第 12 回 
 

・探究する学習のための授業設計について 
・学習指導案のための授業デザインワークシートの作
成方法（第 8 章） 
・各回の授業内容検討シートの作成（ICT 活用の適用
検討を含む） 
 

[予習] 第 8 章を精読する／学習指導案を作
成開始する 
[復習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを作成する 
 

第 13 回 
 

・情報活用能力のカリキュラムマネジメント 
・校務における ICT 活用について 
・学習課題分析図の最終版を完成 ←受講者間で相互
レビュー 
 

[予習] 中課題で提出した課題分析図を見直
す 
[復習] 課題分析図をブラッシュアップする 

第 14 回 
 

・最終課題「学習指導案のための授業デザイン」の完
成 
・授業デザイン案（最終課題の学修成果）をグループ
内共有→相互レビュー 
・Q&A 
 

[予習] [復習]  これまでに学んだことを活
かして学習指導案のための授業デザインワー
クシートをブラッシュアップする。 

第 15 回 
 

・学んだ事項の総括 
・授業後に実践できるものとなることを目指したふり
かえり 

[予習] 学習指導案のための授業デザインワ
ークシートを完成する 
◆最終課題：学習指導案のための授業デザイ
ンワークシートを WebClass から提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED210-
A51 

2.科目名 図画工作Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習(講義・実技を含む） 

16.履修制限 
造形室の収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 48 人とします。
人数が多い場合には、初回の授業で抽選を行います。 

17.授業の目的と概要 

本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成⻑と表
現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や
価値についての認識を深めます。 
その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自発的・主体的な学習を保障しなが
ら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実践的力量の形成をはかります。 
特に、「工作にあらわす」、「鑑賞」領域の題材について、製作や活動を通して指導のポイン
トなどの理解を深め、授業を計画実施できる能力を養います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・図画工作科の指導理念，教材開発の視点，内容について理解を深めます。 
・子どもの視点に立った教科内容の理解を深め，図画工作科の具体的な指導方法の習得を目
指します。 
・児童の造形発達の特徴について理解を深め、児童の造形活動や作品に対して受容、共感、
反応する 力を養います。 

19.教科書・教材 

①大橋功『美術教育概論（新訂版）』2018．ISBN978-4536601030、もしくは、大橋功『美
術教育概論（改訂版）』2019．ISBN978-4-536-60021-7、1 年次に購入したもの  
②文部科学省『小学校学習指導要領解説図画工作編』日本文教出版 
③『小学校図画工作科教科書 1・2 上，1・2 下，3・4 上，3・4 下，5・6 上，5・6 下』
日本文教出版 
①は「造形 I」（1 年春学期）、「「保育内容・表現Ⅰ」（2 年春学期）、「図画工作科Ⅰ」（2 年春
学期）、「図画工作科Ⅱ」（2 年秋学期）、 

20.参考文献 辻泰秀『造形教育の教材と授業づくり』日本文教出版，2012．ISBN978-4-536-60056-9 

21.成績評価 

① 受講ノート=10％（毎回の授業について感想や質問などを 200 字程度でまとめ
る） 
② グループワーク（模擬授業）＝20％ 
③ 個人ワーク（活動①〜⑩）=20％ 
④ 作成した学習指導案=20％ 
⑤ e ポートフォリオの内容=30％ 
・それぞれの評価基準は，1 回目の授業で配布します。 
・①③④⑤は学科の学習目標達成，②は KUIS 学習ベンチマーク達成の評価に用いる 

22.コメント 
○本講義では，実際の小学校での具体的な実践にも触れながら演習型の授業を行います。 
○受講生を３〜４人を基準とするグループに分け，協調自立学習として展開します。したが



って，欠席や遅刻は自らの学習効果を損なうだけでなく，グループのメンバーへの迷惑にな
るということを十分自覚して責任ある態度で学習に参加しましょう。 
○作品を制作しながら学習することが多いので，汚れてもよい服装で参加しましょう。「自
分・友達・教室を汚さない」が基本です。 
※受講者数を制限しますが、春学期開講の「図画工作科Ⅰ」と併せてを受講登録してい 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス( 本授業の目標・内容・評定算出の方法・
進め方の確認、 準備物、 e ポートフォリオへのア
ップ、受講上の留意点などについて） 
グループづくり 
活動①「つくってまわして!」(工作にあらわす 1) 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
 

第 2 回 活動②「大空高く舞い上がれ!」(工作にあらわす 2) 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 3 回 
活動③「土と手と⽕の魔法（陶芸）その１」(工作に
あらわす 3） 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
 

第 4 回 
活動③「土と手と⽕の魔法（陶芸）その 2」（工作に
あらわす３） 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 5 回 
活動④「めいろで GO！その１」（工作にあらわす
４） 

〇e ポートフォリオのへアップする記事と画
像の整理(60 分) 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 6 回 
活動④「めいろで GO！その２」（工作にあらわす
４） 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 7 回 
「工作にあらわす」のねらいと特徴について 
授業づくり①「工作にあらわす」領域の授業づくり 

◆ノートパソコン◆ 
★学習指導案の作成（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 8 回 活動⑤「みる、かんがえる、はなす、きく（対話型鑑
賞）」（鑑賞 1） 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 9 回 活動⑥「アートカードゲームをしよう（アートゲーム
型鑑賞）」鑑賞 2 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 10 回 
活動⑦「ポロックさんに教えてもらおう（鑑賞からの
製作）」（鑑賞 3） 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 11 回 
「鑑賞」のねらいと特徴について  教科書 pp.128〜
131 
授業づくり②「鑑賞」領域の授業づくり 

◆ノートパソコン◆ 
★学習指導案の作成（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 12 回 
授業をつくる① 
指導案の書き方と留意点について  教科書 pp.112〜
117 

◆ノートパソコン◆ 
★◎学習指導案の作成（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 13 回 授業をつくる② ◆ノートパソコン◆ 



模擬授業・リフレクションⅠ 
 

〇模擬授業の振り返り（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 14 回 
授業をつくる③ 
模擬授業・リフレクションⅡ 
 

◆ノートパソコン◆ 
〇模擬授業の振り返り（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 15 回 
授業をつくる④ 
模擬授業の評価とリフレクション 
本講義の振り返り 

◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED211-
A51 

2.科目名 国語Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 
展開 国語教育分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育学部 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種 幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 「聞く・話す、読む、書く」の基礎的技能のレベル向上を図り、国語力の伸⻑をめざす。 
［概要］ 
 大村はまの実践から「教えるということ」の本質を探ることを第一義とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の(4)問題発見・解決力と(6)専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
大村はま先生の言葉にふれ、「言葉を育てる」とは、どのようなことなのかを感得する。 
 

19.教科書・教材 授業時に随時連絡する。また、適宜プリント等を配布する。 

20.参考文献 
大村はま「教えるということ」（筑摩書房） 
野矢茂樹「大人のための国語ゼミ」（山川出版社） 
川辺秀美「22 歳からの国語力」（講談社現代新書） 

21.成績評価 

授業記録（毎回の 100 字コメント）30％ 
レポート 30％（10％×3） 
 壁新聞（グループ作成）第 5 回提出 
 大村はま双六（全体作成）第 9 回提出 
 大村はまエッセイ 第 13 回提出  
総合レポート（第 14 回）40％ 

22.コメント 
「大村はま国語教室」の本質に少しでも迫り、子どもたちとの「実の場」において「教える
こと」にワクワクドキドキできる先生になってほしいと願っています。 

23.オフィスアワー 月曜 4 限（研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 【第 1 回】オリエンテーション 
大村はまを知る。 

〇大村はまについて調べる。（240 分） 

第 2 回 
【第 2 回】KUISｓ壁新聞発行 
複数のグループに分かれ、取材を含め、壁新聞記事を
作成することを知る。 

◎壁新聞編集会議を継続して行う。（240
分） 

第 3 回 
【第 3 回】KUISs 壁新聞編集会議 
編集方針を確認し、役割分担を決め、取材も含め、実
際の記事作成にとりかかる。 

◎壁新聞作成の役割に応じた取材活動を進め
る。（240 分） 

第 4 回 【第 4 回】KUISｓ壁新聞発行準備 
模造紙に記事を記入し始める。 

〇各自記事作成執筆を進める。（240 分） 

第 5 回 
【第 5 回】KUISｓ壁新聞発行 
模造紙を完成し、掲示板に貼る。 

★壁新聞を発行掲示する。 
◎分担し、壁新聞への反応を聞き取り調査す
る。（240 分） 

第 6 回 【第 6 回】KUISｓ壁新聞読者反応分析会 
壁新聞の読者へのアンケートから、それぞれの出来栄

〇壁新聞への出来栄えについて、各自でまと
める。（240 分） 



えに対する分析を行う。 

第 7 回 【第 7 回】大村はまの実践年表をもとに、大村はま
双六を作成する。 

〇大村はまについて各自で調べる。（240
分） 

第 8 回 【第 8 回】大村はま双六作成継続。 ★双六について各自調べる。（240 分） 
第 9 回 【第 9 回】大村はま双六完成。 〇大村はま実践を読む。（240 分） 

第 10 回 
【第 10 回】大村はま実践に学ぶ。 
大村はま国語教室の実践にはどのようなものがあるの
かを知る。 

〇大村はま実践を深く読む。（240 分） 

第 11 回 
【第 11 回】大村はま実践から学ぶ。 
大村はま国語教室の実践から、何を学び得たかを各自
明らかにする。 

〇「大村はま実践から学び得たこと」をまと
める。（240 分） 

第 12 回 
【第 12 回】大村はま国語教室からの学び 
大村はま実践から学び得たことを報告し合う。 

〇報告会の記録をまとめる。（240 分） 

第 13 回 

【第 13 回】大村はま実践をまとめる。 
大村はま実践の本質を 800 字のエッセイにまとめ
る。 
 

★大村はまエッセイを提出する。 
〇総合レポートの準備を行う。（240 分） 

第 14 回 
【第 14 回】総合レポートを記述し提出する。 
「大村はま実践から学び得たこと」をテーマに、総合
レポートを授業内に記述し、提出する。 

★総合レポートを提出する。 
〇これまでの授業内容をふり返る。（240
分） 

第 15 回 
【第 15 回】総合レポートを踏まえてふり返る。 
大村はま実践、新聞作成等から、「国語力」について
の所感を披露し合う。 

〇「国語力」についての他の人たちの所感を
まとめる。（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED217-
A52 

2.科目名 初等英語教育Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科、 
初等英語教育コース 9.履修学年 2 年生〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

This course focuses on developing English teaching skills from preschool through to 
grade six of primary school.  This course is recommended for students wishing to do 
overseas internship at primary schools and to be junior high school teachers. 
 You'll make teaching plans to teach children and actually teach English to the fist and 
second grade students in primary school, especially for the 3rd and 4th graders. 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students are expected to learn 
1.    コミュニケーション能力 
2. 課題発見・課題解決能力 
3. 第 2 言語習得に関する専門的知識・技能の活用力 
 

19.教科書・教材 
樋口ほか 編 『小学校英語科教育法入門』 研究社 
検定教科書 New Horizon Elementary English Course 5, 6 東京書籍 
文科省 『We can 1、２』 

20.参考文献 
酒井ほか 『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ』 三省堂 
山田・⻑瀬『小学生からの英語絵辞典』研究社 
文科省 『Let's try 1,2』 

21.成績評価 

behavior in the practice with children as a teacher  20% 
・perforamance of your own 10% 
・collaboration in the lesson performance 10%) 
prepartion for your activities 10% 
final presentation  50% 
(present your idea about the requirements of the English) 
 

22.コメント 

You are required to cooperate with your classmates.  Be punctual,  follow the rules in 
the class. 
Be kind and patient with children.  
 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Orientation, Early childhood English education 
・How to get along with children 
・International understanding. 
・necessary skills to teach English to children  

 



 

【第 2 回】 

Model lesson (for the first class) 
・prepare for the first class 
・pracitice the model lesson plan 
 

◎make your lesson plan in your group 

【第 3 回】 
Rehearsal for Kids English(teaching practice) 
・check your roles and performance  
 

◎revise the plan and make properties you 
need in the lesson 

【第 4 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 5 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 6 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 7 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 8 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 9 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 10 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 11 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 12 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

○make a  review worksheet 
○make some activities to achieve lesson 
goals 

【第 13 回】 
English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 

make a  review worksheet 



 

【第 14 回】 Analysis of class activities 
 

Make a plan for final presentation. 

【第 15 回】 Final Presentation  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED224-
A51 

2.科目名 総合的な学習の時間の指導法（小） (小) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、小学校総合的な学習成立の背景とその理念を捉え、探究的な活動について協議
することを目的とします 
【概要】 
〇小学校総合的な学習の時間の基本理念（目標･内容等）について学ぶ 
〇活動内容に応じたテーマ設定、活動計画、活動案の作成法について学ぶ 
〇作成した活動案の検討･分析を通して、授業技術について学ぶ 
〇グループワーク、模擬授業等の活動を通して、授業の奥深さ、面白さを体感する 
〇SDGｓをテーマにした教材開発に取り組む 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ④問題発見･解決力 ⑤コミュニケーションスキル ⑥専門的知
識･技能の活用力に関連します 
（１）総合的な学習の時間の背景を知り、目標について説明することができる 
（２）探究的なテーマ、横断的･総合的な学習を展開することにより、総合的な学習の時間
の意義と約  
   割を理解する。 
（３）探究的な学習を進めていくことにより、「主体的･対話的で深い学び」の授業法をイメ
ージす 
   る。 
（４ 子供の認識･思考･経験等を視野に入れた授業設計の重要性を理解する。 
 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 
〇小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総合的な学習の時間編 
〇講義の中で適宜提示します 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです 
・毎時間の授業ワークシートの作成            ２０％《学習目標(1)(2)に対
応》 
・「探究的」に適う活動テーマ及び活動の概要を立案することができる  
                            ２０％《学習目標(2)(3)に対
応》 
・立案したテーマ、活動案をポスターにまとめ表現できる  ２０％《学習目標(3)(4)に対
応》 
・総括試験                       ４０％《総括･ふりかえり》 

22.コメント 〇「総合的な学習の時間」は、「探究的な活動」がキーワードとなります。学習指導委要領



の理念「社会に開かれた教育課程」や「主体的・対話的で深い学び」での授業改善等、「総
合的な学習の時間」を通して具体的に考えていきたいです。１時間目から１５時間目までし
っかり出席して、学修仲間と時間と場を共有できる人を待っています。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

〇オリエンテーション 
 ・受講のルール   
 ・授業の概要、学修目標、授業の進め方 
 

学習指導要領解説「総合的な学習の時間」第
2 章目標、目標の趣旨を要約し理解する。 
        （90 分） 

【第 2 回】 
〇総合的な学習の時間の成立について 
〇探究的な見方･考え方、横断的･総合的な学習の意義
について 

小学校総合的な学習の時間実践例の情報収集
①    
        （90 分） 

【第 3 回】 

〇実践事例の収集と分析 
 ・現代的な課題を捉え、課題解決に向けての探究的
プロセスを考える 
〇学習活動案作成に向けてのテーマ（探究課題）につ
いて考える 

小学校総合的な学習の時間実践例の情報収集
② 
        （90 分） 

【第 4 回】 

〇実践事例に学ぶ①〜実践事例の検討〜 
 ・「環境」身近な自然環境とそこに起きている環境
問題 
 ・「福祉」身のまわりの高齢者とその暮らしを支援
する仕組みや人  々
 収集した実践事例から総合的な学習の時間の目標･
指導計画や「主体的、対話的で深い学び」の授業活動
の仕組みを捉える。 

小学校総合的な学習の時間実践例の情報収集
③ 
        （90 分） 

【第 5 回】 

〇実践事例に学ぶ②〜実践事例の検討〜 
 ・「伝統文化」地域の伝統や文化とその継承に力を
注ぐ人  々
 ・「防災」防災のための安全なまちづくりとその取
組 
 収集した実践事例から総合的な学習の時間の目標･
指導計画や「主体的、対話的で深い学び」の授業活動
の仕組みを捉える。 
 各教科等との関連性を考え、横断的な学習の本質を
捉える。 

 

【第 6 回】 

〇総合的な学習の時間の授業づくりを学ぼう① 
 ・探究課題の設定 
 ・活動計画（学習形態等） 
 ・模擬授業を想定した 1 時間の活動 
 小グループで実践例を基に指導（活動）計画の立案 
 

探究的なテーマを考え、テーマに従って授業
イメージをデザインする。（90 分） 
 

【第 7 回】 

〇総合的な学習の時間の授業づくりを学ぼう② 
 ・探究課題の設定 
 ・活動計画（学習形態等） 
 ・模擬授業を想定した 1 時間の活動 
 小グループで実践例を基に指導（活動）計画の立案 
 

探究的なテーマを考え、テーマに従って授業
イメージをデザインする。（90 分） 



【第 8 回】 

〇総合的な学習の時間も授業づくりを学ぼう③ 
 ・探究課題の設定 
 ・活動計画（学習形態等） 
 ・模擬授業を想定した 1 時間の活動 
 小グループで実践例を基に指導（活動）計画の立案 
 

グループで協議した内容をポスターで表現
し、発信の準備をする。（90 分） 
 

【第 9 回】 

〇ポスターセッション① 
 ・グループで作成した「総合的な学習の時間」のテ
ーマ、ねらい、指導計画等をポスターにまとめ発信す
る。 
 

グループで協議した内容をポスターで表現
し、発信の準備をする。（90 分） 
 

【第 10 回】 

〇ポスターセッション② 
 ・グループで作成した「総合的な学習の時間」のテ
ーマ、ねらい、指導計画等をポスターにまとめ発信す
る。 
 

選択した題材で、模擬授業の構想を話し合
う。（90 分） 

【第 11 回】 

〇模擬授業をしよう① 
 ・1 班 20 分程度×3 班 
 ・模擬授業発表後、全員で授業検討を行い、よりよ
い授業をつくる視点･意欲を育てる。 

選択した題材で、模擬授業の構想を話し合
う。（90 分） 

【第 12 回】 

〇模擬授業をしよう② 
 ・1 班 20 分程度×3 班 
 ・模擬授業発表後、全員で授業検討を行い、よりよ
い授業をつくる視点･意欲を育てる。 

選択した題材で、模擬授業の構想を話し合
う。（90 分） 

【第 13 回】 

〇模擬授業をしよう③ 
 ・1 班 20 分程度×3 班 
 ・模擬授業発表後、全員で授業検討を行い、よりよ
い授業をつくる視点･意欲を育てる。 

各グループのポスター･模擬授業の成果か
ら、総合的な学習の時間の教科の価値とねら
いをまとめる。（90 分） 

【第 14 回】 〇まとめのテスト&レポート  

【第 15 回】 

〇まとめ 
・これまでの学修をふりかえり、児童の資質･能力を
育てる授業（活動）について、課題となる点を具体的
に検討し、交流する。 

まとめのレポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED225-
A51 

2.科目名 特別支援教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

教職必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年生 
10.取得資格の要件 幼稚園、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義及び演習 
16.履修制限 幼稚園・小学校教諭免許取得予定者 

17.授業の目的と概要 

目的：特別支援教育の歴史的経緯及び理念について知り、今日的な教育課題としての障害の
ある子ども、特別な支援を必要とする子どもの教育の基本について学ぶ。特別支援教育の現
状および今日的課題について取り上げる。今日的課題の一つとしての「多様な専門職との連
携」についても扱う。 
概要：特別支援教育の歴史的経緯及び理念、現在の特別支援教育の制度について理解を深め
る。日本の特別支援教育制度の特色、インクルーシブ教育システムと合理的配慮について学
び、特別支援教育の制度について、ディスカッションを通して、理解を深める。特別支援教
育の現状および今日的課題について取り上げ、理解を深める。チーム学校として求められて
いる専門職との連携について学ぶ。さらに、関連した諸問題としてのいじめ、不登校、虐待
についても取り上げ、ディスカッションを通じて、考えを深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（2）社会的貢献性，（3）多様性理解，
（4）問題発見・解決力，（5）コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
・教育・社会福祉従事者として、その人がもつ背景や属性、価値観等の多様性を理解し、相
手の立場を尊重することができ、地域、保護者、他職種等との連携・協働を行うことができ
る。 
・教育・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解
し、問題解決に必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な研究・実践方法を選
択・計画し、 

19.教科書・教材 
・文部科学省（2018）特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領（平成 
29 年 4 月告示），海文堂出版，484 円 
・授業用に作成した資料を配布します。 

20.参考文献 関連する参考文献は授業の中で紹介します。 

21.成績評価 

最終テスト 40%  
中間レポート 20%  
小テスト 20%  
授業中の発言・ワークシート等 20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜 4 限（研究室）  水曜 2 限（学修支援室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 オリエンテーション、特別支援教育の歴史 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 
第 2 回目以降については授業の中で指示し
ます 

第２回 特別支援教育の意義と制度  
第３回 インクルーシブ教育と合理的配慮  
第４回 特別支援教育の実際：通級による指導  
第５回 特別支援教育の実際：特別支援学級  



第６回 特別支援教育の実際：特別支援学校  
第７回 特別支援教育コーディネーターの役割と連携１：医療  
第８回 特別支援教育コーディネーターの役割と連携２：福祉  
第９回 特別支援教育コーディネーターの役割と連携３：総合 小テスト 
第１０回 関連した諸問題：不登校と特別支援教育  
第１１回 関連した諸問題：虐待  
第１２回 関連した諸問題：いじめと偏見  
第１３回 関連した諸問題：就労と自立  
第１４回 特別支援教育の現状と課題  

第１５回 
まとめ：特別支援教育の展望 
総合試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED308-
A51 

2.科目名 理科Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教員免許状取得予定者 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園教諭、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習、実験 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本演習では、具体的な小学校理科の教材をもとに、それを指導するための教師の予備知識や
授業の設計、評価、実験・観察のスキル、授業中の指導技術や教師としての心構え等につい
て学び、理科好きの子どもを育てる理科学習指導の意義と楽しさを伝えることを目標とす
る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・教科書やその他の教材から効果的に楽しく学べる実験を調べ、教材として確立する（情報
収集・活用力）。 
・科学的なものの見方、考え方について知り、日常の中で行う論理的な思考ができるように
なる（論理的思考・判断力）。 
・模擬授業などの発表の場で、楽しく・分かりやすく指導内容を説明できる（自己表現
力）。  
・自由思考実験に主体的・協働的に参加し、考察を行う事ができる。 

19.教科書・教材 ・小学校理科の観察，実験の手引き詳細（文部科学省、インターネットからダウンロード
可）、配布資料 

20.参考文献 ・小学校の教科書（４、５、６学年） 

21.成績評価 

１ 各演習後のワークシート評価（40%） 
２ 演習内容の相互評価（15%） 
３ 模擬授業のワークシート，指導案，評価資料及び模擬授業評価 30%）  
４ 生物・地学分野の小テスト（15%） 

22.コメント 
自由思考実験は大学生にとっても小学生にとってもとても楽しい実験です。ぜひ受講して下
さい。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 
・理科Ⅱの演習概要（扱う小学校理科教材） 
・HG（ホームグループ）編成・協同学習のガイダン
ス 

実験結果を含むワークシートの提出 

第 2 回 

教材研究①小５「植物の発芽，成⻑，結実」，「流水の
はたらき」，「天気の変化」，小６「人の体のつくりと
はたらき」，「土地のつくりと変化」等について、基本
的な履修過程にそって HG 内の担当を決定する。 

実験結果を含むワークシートの提出 

第 3 回 
生物・地学実験① 
教材研究②担当分野の教材について、発表する。 実験結果を含むワークシートの提出 

第 4 回 生物・地学実験② 
教材研究③担当分野の教材について、発表する。 

実験結果を含むワークシートの提出 

第 5 回 
生物・地学実験③ 
教材研究④担当分野の教材について、発表する。 

実験結果を含むワークシートの提出 



第 6 回 
自由思考実験① 
教材研究⑤担当分野の教材について、発表する。 

実験結果を含むワークシートの提出 

第 7 回 
自由思考実験② 
教材研究⑥担当分野の教材について、発表する。 実験結果を含むワークシートの提出 

第 8 回 自由思考実験③ 
教材研究⑦担当分野の教材について、発表する。 

実験結果を含むワークシートの提出 

第 9 回 指導案作成 実験結果を含むワークシートの提出 
第 10 回 指導案の修正 実験結果を含むワークシートの提出 
第 11 回 発問のポイント 指導案の提出 
第 12 回 模擬授業① 授業評価表の提出 
第 13 回 模擬授業② 授業評価表の提出 
第 14 回 模擬授業③ 授業評価表の提出 
第 15 回 模擬授業④ 授業評価表の提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED309-
A51 

2.科目名 道徳教育の指導法 (小)※こども学 3 年以上 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科の目標や内容、指導計画
等について理解を深めるとともに、道徳教育に関する実践的な指導力を身に付ける。 
＜授業の概要＞  
①学習指導要領解説などの記述を基に、講義や演習を通して、道徳の意義や原理等について
理解を深め、道徳科の目標や内容、指導計画等について学ぶ。 
②学んだ知識・技能を活用して、教材研究や学習指導案の作成、模擬授業を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連：多様性理解、問題発見解決力、専門知識の活用力 
 ①道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。    
  
 ②道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ・情報モラル等）を理解し
ている。  
 ③子供の心の成⻑と道徳性の発達について理解している。    
 ④学習指導要領に示された道徳教育及び道徳科の目標及び主な内容を理解している。 
 ⑤学校における道徳教育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解してい
る。 
 ⑥道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解している。   
 ⑦ 

19.教科書・教材 必要に応じて、資料等を配布いたします。 
20.参考文献 学習指導要領解説 特別な教科 道徳編 

21.成績評価 

ワークシートの記述  １０%・・・①②③④⑤ 
小レポート「模擬授業の資料を設定しそれについて解説する」   20％・・・・④⑤⑥⑦ 
模擬授業                 20%・・・・⑤⑥⑦ 
指導案「本時の展開を作成する」  20％・・・・⑧⑨ 
道徳授業指導案「模擬授業の反省をもとに、本時の展開以外の項目を加筆し指導案を完成さ
せる」    20％・・・・⑧⑨⑩ 
レポート「模擬授業の振り返り」   １０％・・・⑩ 

22.コメント 

○グループを組んで学習を進めていきます。座席を指定します。 
○よりよい道徳の授業について考えよう。 
これまでに学んだ教職科目（教育学概論、発達心理学、教育心理学、教職概論 初等教育課
程論 初等教育方法論 等）について復習したうえで受講してほしいと考えています。 

23.オフィスアワー 月曜日 昼休み 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 

オリエンテーション  
    学修目標、ベンチマーク 
    「道徳教育の指導法」講義の概要と受講ルールに
ついて 

学習指導要領解説（特別な教科道徳編）をダ
ウンロードまたは購入し、第１章第２節の２
「道徳性の発達と道徳教育」に目を通してお
く。また、発達心理学で学んだ幼児期から児
童期、思春期にかけての発達の流れを整理し
ておく。（180 分） 

10/3 

子どもの発達と道徳 
 児童の道徳性の発達とそれ呼応した指導の在り方等
について 
    低学年、中学年、高学年における指導のポイント
について、それぞれの発達の特性を対比させながら検
討していく。 

○教職科目で学んだ、明治以降の教育の歩み
戦後の学習指導要領の変遷について整理して
おく。（１２０分） 
○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 
 

10/17 

道徳教育の変遷と現状 
 学習指導要領に沿って、「道徳」および「道徳教
育」に対する考え方や重点について検討する 
 

学習指導要領解説（道徳編）「道徳教育の目
標」「道徳教育の内容」に関する個所につい
て目を通しておく。（８０分） 
○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 
 

10/24 

道徳教育の目標と内容 
   学習指導要領解説（特別な教科としての道徳編）
を参照しながら、道徳教育の目標や内容とその具体的
例についてグループで話し合い検討する。 
  
  
 

○学習指導要領解説（道徳編）「道徳教育の
指導計画」「道徳の時間」に関する個所につ
いて目を通しておく。（８０分） 
○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 
 

10/31 

道徳教育の指導計画と「道徳科」のねらい 
  学習指導要領解説（特別な教科としての道徳編）
を参照しながら、道徳教育の指導計画や「道徳」の授
業の在り方や方法、考え方についてグループで話し合
い検討する。 
 

○第２回〜５回の内容についての課題レポー
トを作成し１１月  日までに WebClass へ
提出する。（２４０分） 

11/7 

「道徳」の授業の考え方と方法① 
  教材や情報機器の効果的な活用法や、道徳の評
価、授業の段階（導入、展開、終末）の意味や内容、
授業形態・方法（アクティブラーニング等）など授業
の作り方、について学ぶ 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

11/14 

「道徳」の授業の考え方と方法② 
  資料の提示、発問、児童の反応予測、板書、効果
的な討論の進め方など具体的な授業の作り方、につい
て学ぶ 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

11/21 

「道徳」の授業…授業記録から学ぼう 
実際に行われた授業の記録（教師の発問と児童の発
言）を読みながら、教師の意図やねらい、技術につい
て検討する。 
 個人ワーク⇒グループワーク を行う。 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 



11/28 

「道徳」の授業…実践された指導案を検討しよう 
  実際の授業のながれや教師の動き、発問、児童の発
言や思考・思いの変化などをどのように指導案へ表現
していくのかをつかみ、指導案の形式や作成方法につ
いて学ぶ。 
 小グループに分かれて検討する 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

12/5 

授業づくり  
 班ごとに、道徳資料を選択しそれに基づいた模擬授
業を行うための指導案および具体的な授業の台本（発
問、助言、児童の発言・反応を記したもの）を作成す
る。また、板書計画や教具なども作成する。 
 

◎残っている模擬授業の準備を行う。（４８
０分） 

12/12 

授業づくり  
 班ごとに、道徳資料を選択しそれに基づいた模擬授
業を行うための指導案および具体的な台本（発問、助
言、児童の発言・反応を記したもの）を作成する。ま
た、板書計画や教具なども作成する。 
 

○模擬授業の指導案を完成し１月   日まで
に WebClass へ提出する。（４８０分） 

12/19 

模擬授業 
 いくつかの班で１つの大クループをつくり、その中
で模擬授業（１班３０分程度を行う）行う。また、授
業について全員で協議を行い、指導計画、ねらい、進
め方、技術、評価など授業改善について検討する。ま
たそれにもとづいて、指導案を修正する。 
 

○模擬授業の指導案を完成し１月  日までに
WebClass へ提出する。（４８０分） 

1/16 

模擬授業 
 いくつかの班で１つの大クループをつくり、その中
で模擬授業（１班３０分程度を行う）行う。また、授
業について全員で協議を行い、指導計画、ねらい、進
め方、技術、評価など授業改善について検討する。ま
たそれにもとづいて、指導案を修正する。 
 

○模擬授業の指導案を完成し１月   日まで
に WebClass へ提出する。（４８０分） 

1/23 

道徳教育と他の教育活動 
 道徳教育および道徳の時間と生徒指導、各教科、特
別活動、総合的な学習の時間との関連やすみわけ、連
携などについて、学習指導要領解説（道徳編）を参照
しながら検討する。 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

1/30 

振り返り 
 １５回の授業で気づいたこと、学んだことをもと
に、現場で道徳教育および道徳の授業を行う上で、自
身が大切にすべきこと、課題とすべきことなどについ
て話し合う。 
 

○最終課題レポートを作成し、１月末までに
WebClass へ提出する（課題は授業中に連
絡） （２４０分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED309-
A52 

2.科目名 道徳教育の指導法 (3 年)※こども学以外 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科の目標や内容、指導計画
等について理解を深めるとともに、道徳教育に関する実践的な指導力を身に付ける。 
＜授業の概要＞  
①学習指導要領解説などの記述を基に、講義や演習を通して、道徳の意義や原理等について
理解を深め、道徳科の目標や内容、指導計画等について学ぶ。 
②学んだ知識・技能を活用して、教材研究や学習指導案の作成、模擬授業を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連：多様性理解、問題発見解決力、専門知識の活用力 
 ①道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。    
  
 ②道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ・情報モラル等）を理解し
ている。  
 ③子供の心の成⻑と道徳性の発達について理解している。    
 ④学習指導要領に示された道徳教育及び道徳科の目標及び主な内容を理解している。 
 ⑤学校における道徳教育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解してい
る。 
 ⑥道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解している。   
 ⑦ 

19.教科書・教材 必要に応じて、資料等を配布いたします。 
20.参考文献 学習指導要領解説 特別な教科 道徳編 

21.成績評価 

ワークシートの記述  １０%・・・①②③④⑤ 
小レポート「模擬授業の資料を設定しそれについて解説する」   20％・・・・④⑤⑥⑦ 
模擬授業                 20%・・・・⑤⑥⑦ 
指導案「本時の展開を作成する」  20％・・・・⑧⑨ 
道徳授業指導案「模擬授業の反省をもとに、本時の展開以外の項目を加筆し指導案を完成さ
せる」    20％・・・・⑧⑨⑩ 
レポート「模擬授業の振り返り」   １０％・・・⑩ 

22.コメント 

○グループを組んで学習を進めていきます。座席を指定します。 
○よりよい道徳の授業について考えよう。 
これまでに学んだ教職科目（教育学概論、発達心理学、教育心理学、教職概論 初等教育課
程論 初等教育方法論 等）について復習したうえで受講してほしいと考えています。 

23.オフィスアワー 月曜日 昼休み 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 

オリエンテーション  
    学修目標、ベンチマーク 
    「道徳教育の指導法」講義の概要と受講ルールに
ついて 

学習指導要領解説（特別な教科道徳編）をダ
ウンロードまたは購入し、第１章第２節の２
「道徳性の発達と道徳教育」に目を通してお
く。また、発達心理学で学んだ幼児期から児
童期、思春期にかけての発達の流れを整理し
ておく。（180 分） 

10/3 

子どもの発達と道徳 
 児童の道徳性の発達とそれ呼応した指導の在り方等
について 
    低学年、中学年、高学年における指導のポイント
について、それぞれの発達の特性を対比させながら検
討していく。 

○教職科目で学んだ、明治以降の教育の歩み
戦後の学習指導要領の変遷について整理して
おく。（１２０分） 
○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 
 

10/17 

道徳教育の変遷と現状 
 学習指導要領に沿って、「道徳」および「道徳教
育」に対する考え方や重点について検討する 
 

学習指導要領解説（道徳編）「道徳教育の目
標」「道徳教育の内容」に関する個所につい
て目を通しておく。（８０分） 
○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 
 

10/24 

道徳教育の目標と内容 
   学習指導要領解説（特別な教科としての道徳編）
を参照しながら、道徳教育の目標や内容とその具体的
例についてグループで話し合い検討する。 
  
  
 

○学習指導要領解説（道徳編）「道徳教育の
指導計画」「道徳の時間」に関する個所につ
いて目を通しておく。（８０分） 
○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 
 

10/31 

道徳教育の指導計画と「道徳科」のねらい 
  学習指導要領解説（特別な教科としての道徳編）
を参照しながら、道徳教育の指導計画や「道徳」の授
業の在り方や方法、考え方についてグループで話し合
い検討する。 
 

○第２回〜５回の内容についての課題レポー
トを作成し１１月  日までに WebClass へ
提出する。（２４０分） 

11/7 

「道徳」の授業の考え方と方法① 
  教材や情報機器の効果的な活用法や、道徳の評
価、授業の段階（導入、展開、終末）の意味や内容、
授業形態・方法（アクティブラーニング等）など授業
の作り方、について学ぶ 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

11/14 

「道徳」の授業の考え方と方法② 
  資料の提示、発問、児童の反応予測、板書、効果
的な討論の進め方など具体的な授業の作り方、につい
て学ぶ 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

11/21 

「道徳」の授業…授業記録から学ぼう 
実際に行われた授業の記録（教師の発問と児童の発
言）を読みながら、教師の意図やねらい、技術につい
て検討する。 
 個人ワーク⇒グループワーク を行う。 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 



11/28 

「道徳」の授業…実践された指導案を検討しよう 
  実際の授業のながれや教師の動き、発問、児童の発
言や思考・思いの変化などをどのように指導案へ表現
していくのかをつかみ、指導案の形式や作成方法につ
いて学ぶ。 
 小グループに分かれて検討する 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

12/5 

授業づくり  
 班ごとに、道徳資料を選択しそれに基づいた模擬授
業を行うための指導案および具体的な授業の台本（発
問、助言、児童の発言・反応を記したもの）を作成す
る。また、板書計画や教具なども作成する。 
 

◎残っている模擬授業の準備を行う。（４８
０分） 

12/12 

授業づくり  
 班ごとに、道徳資料を選択しそれに基づいた模擬授
業を行うための指導案および具体的な台本（発問、助
言、児童の発言・反応を記したもの）を作成する。ま
た、板書計画や教具なども作成する。 
 

○模擬授業の指導案を完成し１月   日まで
に WebClass へ提出する。（４８０分） 

12/19 

模擬授業 
 いくつかの班で１つの大クループをつくり、その中
で模擬授業（１班３０分程度を行う）行う。また、授
業について全員で協議を行い、指導計画、ねらい、進
め方、技術、評価など授業改善について検討する。ま
たそれにもとづいて、指導案を修正する。 
 

○模擬授業の指導案を完成し１月  日までに
WebClass へ提出する。（４８０分） 

1/16 

模擬授業 
 いくつかの班で１つの大クループをつくり、その中
で模擬授業（１班３０分程度を行う）行う。また、授
業について全員で協議を行い、指導計画、ねらい、進
め方、技術、評価など授業改善について検討する。ま
たそれにもとづいて、指導案を修正する。 
 

○模擬授業の指導案を完成し１月   日まで
に WebClass へ提出する。（４８０分） 

1/23 

道徳教育と他の教育活動 
 道徳教育および道徳の時間と生徒指導、各教科、特
別活動、総合的な学習の時間との関連やすみわけ、連
携などについて、学習指導要領解説（道徳編）を参照
しながら検討する。 
 

○本時で学んだことについて、ワークシート
や講義ノートで確認しておく。（６０分） 

1/30 

振り返り 
 １５回の授業で気づいたこと、学んだことをもと
に、現場で道徳教育および道徳の授業を行う上で、自
身が大切にすべきこと、課題とすべきことなどについ
て話し合う。 
 

○最終課題レポートを作成し、１月末までに
WebClass へ提出する（課題は授業中に連
絡） （２４０分） 



1.授業
コード 
（ナン
バリン
グ） 

PED309-Y81 2.科目名 道徳教育の指導法 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業
担当教
員 

岡本義裕 

5.授業
科目の
区分 

中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

教職中学必
修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 冬学期 

8.履修
可能な
専攻 

中高教職 9.履修学年 ２年〜 

10.取
得資格
の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 高校(福
祉) 小学校一種中学(英語) 中学
(社会) 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研
究室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Addres
s 

※ 15.授業形態 講義（部分的に演習的活動も含める） 

16.履
修制限  

17.授
業の目
的と概
要 

道徳教育は、自己の生き方や人間としての在り方を考え、主体的な判断の下に自律的に行動し、他者と共
によりよく生きるための基盤となる道徳性を育成する教育活動である。本授業では、そうした道徳の学び
の意義や原理等を踏まえ、目標や内容、指導計画等を明確にしながら、学校の教育活動全体を通じて道徳
教育を推進していくと共に、その要となる道徳科においても「考え、議論する道徳」としての授業を展開
していく実践力の基盤を培うために、以下の内容の理解・修得を目指す。 
◯道徳の本質（道徳とは何か）への理解。 
◯道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ・情報モラル等）についての理解。 
◯子供の心の成⻑と道徳性の発達についての理解。 
◯学習指導要領に示された道徳教育及び道徳科の目標及び主な内容への理解。 
◯学校における道徳教育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性への理解。 
◯道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴についての理解。 
◯道徳科における教材の特徴把握と、それを踏まえた（活かした）授業設計の修得。 
◯授業のねらいや指導過程を明確にした、道徳科の学習指導案作成の修得。 
◯道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方についての理解。 
◯授業改善の視点の確立（模擬授業の実施とその振り返りを通して）。 

18.学
習目標
と 
 ＤＰ
との関
連 

・道徳教育の本質的な意義やその基礎的な在り方を理解することができる。 
・上記を現行学習指導要領のねらいと重ね、今後の道徳教育の指針や課題、具体的な方策を見極めること
がで 
きる。 
・上記２点を具体的な授業として構想し、習得した指導案の作成などに関する知識・技能も活用しなが
ら、実際の展開として構築していくことができる。 

19.教 ◯文部科学省(２０１８)『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』（下記のいずれかで準備） 



科書・
教材 

・ダウンロード 
https://www.mext.go.jp/component/a̲menu/education/micro̲detail/̲̲icsFiles/afieldfile/2019/03/18/
1387018̲011.pdf 
・教育出版  ISBN-10: 4316300849 ISBN-13: 978-4316300849 
＊講義の進捗状況に即してレジメ等を配布していく。 

20.参
考文献 

◯渡邉満他編(2016)「シリーズ「特別の教科 道徳」を考える 1 「特別の教科 道徳」が担うグローバル化
時代の道徳教育」 北大路書房 
ISBN 978-4762829222 
◯渡邉満他編(2016)「シリーズ「特別の教科 道徳」を考える 3 中学校における「特別の教科 道徳」の実
践」 北大路書房 
ISBN 978-4762829284 

21.成
績評価 

①各回提出する「講義内容総括（小レポート）」での記述内容＜40%＞ 
②各回授業での受講態度（指導案の共同作成など、様々なねらいや形態で行われるグループワークやアク
ティビティーへの主体的参加・貢献の様子を含む）＜20%＞ 
③「最終個別課題：講義の主題や重点事項を形式や内容に充分反映させた学習指導単元案（具体的な要件
等については最終段階の講義内で説明）」の量的・質的完成度＜40%＞ 
以上により総合的に評価する。但し、「受講態度が好ましくない」「最終個別課題を提出していない」等の
場合は、評価の対象とならない。 

22.コ
メント 適宜グループワークを取り入れていくので、そこでの諸活動に主体的共同的に参加すること。 

23.オ
フィス
アワー 

授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1
回 

＜第一部 道徳・道徳教育の現状と問題の所在＞ 
第 1 回 講義に関するガイダンスと事前アンケート 

 

第 2
回 

＜第一部 道徳・道徳教育の現状と問題の所在＞ 
第 2 回 道徳教育及び道徳の学習時間に対するイメージ
から見えるもの 

 

第 3
回 

＜第一部 道徳・道徳教育の現状と問題の所在＞ 
第 3 回 これまでの道徳教育（道徳の学習時間）の特徴
と問題点 

 

第 4
回 

＜第一部 道徳・道徳教育の現状と問題の所在＞ 
第 4 回 教科化の中で「特別の教科：道徳」が目指すも
の 

 

第 5
回 

＜第二部 新たな道徳教育への展望と課題＞ 
第 5 回 道徳でどんな力を伸ばすのか（道徳的判断力の
視点） 

 

第 6
回 

＜第二部 新たな道徳教育への展望と課題＞ 
第 6 回 道徳の何をめぐりどんなことに取り組むのか
（価値の共同探究） 

 

第 7
回 

＜第二部 新たな道徳教育への展望と課題＞ 
第 7 回 道徳的探究をどう深めるか（体験的な学びとの
一体化） 

 



第 8
回 

＜第二部 新たな道徳教育への展望と課題＞ 
第 8 回 議論する力をどう高めるか（論理性の伸⻑） 

 

第 9
回 

＜第三部 考え議論する道徳授業の構想＞ 
第 9 回 価値相対化教材（モラルジレンマなど）とクロ
ーズドエンドの授業展開 

 

第 10
回 

＜第三部 考え議論する道徳授業の構想＞ 
第 10 回 モラルディスカッションの概要と合意・了解
形成へのディスクルスの過程 

 

第 11
回 

＜第四部 具体的な授業づくりのプロセス＞ 
第 11 回 学習指導案の作成手順 

 

第 12
回 

＜第四部 具体的な授業づくりのプロセス＞ 
第 12 回 教材解釈とねらいの設定  

第 13
回 

＜第四部 具体的な授業づくりのプロセス＞ 
第 13 回 学習単元及び本時の学習の構成 

 

第 14
回 

＜第四部 具体的な授業づくりのプロセス＞ 
第 14 回 模擬授業（もしくは、学習指導案の相互評
価） 

 

第 15
回 

＜第四部 具体的な授業づくりのプロセス＞ 
第 15 回 講義のまとめと実習授業での目標確認 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED310-
A51 

2.科目名 初等英語教育研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種 
幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 
 小学校では 2020 年から 3 年、4 年の担任は外国語活動を指導、5 年、6 年の担任は英語科
を指導しなくてはなりません。また、その影響で、幼稚園や保育園の課内や課外で英語を扱
う園が増えてきています。 
 小学校外国語活動や英語科の指導方法は皆さんが中学で英語を学んだ方法とは大きく異な
ります。小学校文化に合った、そして子どもの発達段階に合った指導方法でなくてはなりま
せん。このクラスでは、皆さん自身の英語力もアップしながら、実践的に初等英語指導法を
学びます。さらに、毎時間授業の振り返りとして受講ノートを書き、講師のフィードバック
を受け、学んだものを確実にしていきます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
①小学校外国語活動と英語科の目標がわかり、外国語活動の授業の流れがわかる。 
②第二言語習得理論や英語教授法を知り、それらの小学校英語活動・小学校英語教育での活
用方法がわかる。（専門的知識・技能の活用力の養成） 
③初等英語教育の課題を発見し、それを解決していく能力を養成する 
④教室英語を授業内で使うことができる。 
⑤外国語活動の模擬授業をペアまたはグループでコミュニカティブに行うことができる。
（コミュニケーション能力の養成） 

19.教科書・教材 

酒井ほか『小学校で英語教えるためのミニマム・エッセンシャルズ』 三省堂 
樋口ほか 『小学校英語教育内容論入門』 研究社 
検定教科書 『Junior Sunshine 5, 6』開隆堂 
 

20.参考文献 
岡秀夫・金森強（編）（2009）『小学校英語教育の進め方ー「ことばの教育」として（改訂
版）』 成美堂. 
山田・⻑瀬 『小学生からの英語絵辞典』 研究社 

21.成績評価 

第二言語習得理論・英語教授法レポート２０％ 【学習目標②に対応】 
中間テスト３０％【学習目標①、③、④に対応】 
模擬授業（指導案作成、振り返り含む）３０％【学習目標④、⑤に対応】 
受講ノート２０％【学習目標全てに対応】 

22.コメント 

・初回授業では、レポートについて説明したり、テキスト担当箇所決定をしたりしますの
で、必ず出席してください。 
・教育実習で授業を欠席する場合は、必ず担当講師に連絡をしてください。テキストで自習
する箇所や課題をお伝えします。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション 
・小学校外国語教育概論 
・小学校英語授業体験 

予習：次回の予習 
テキスト 2 冊持参 
レポート作成 第 3 回授業時に提出、発表 

【第 2 回】 ・「外国語教育の意義と言語習得理論」 
・教室英語 

レポート作成 次回提出 

【第 3 回】 
・「基礎的な外国語指導法（レポート発表）」 
・教室英語 

レポート提出、発表 
予習：次回の予習 

【第 4 回】 
・「教材の構成と内容」 
 

予習：次回の予習 
テキスト担当者発表準備 

【第 5 回】 
・「言語材料と 4 技能の指導」 
 復習：中間テスト準備 

【第 6 回】 ・「授業の基本的な流れと活動例」教案作成 復習：中間テスト準備 

【第７回】 

・中間テスト 
・教材研究①−児童が英語に楽しく触れ、慣れ親しむ
活動１：うた、チャンツ 
 

予習：次回の予習 
次回テキスト発表担当者準備 

【第 8 回】 ・「教材研究①−児童が英語に楽しく触れ、慣れ親し
む活動２：クイズ、ゲーム、絵本」 

予習：次回の予習 
次回テキスト発表担当者準備 

【第 9 回】 
・「教材研究②−児童が創意工夫し、生き生きと英語
を使う活動」 
 

予習：次回の予習 
次回テキスト担当発表者準備 

【第 10 回】 ・「授業づくりー事前準備から振り返りまで」 
・「評価について」 

模擬授業準備（グループ） 

【第 11 回】 ・模擬授業準備 模擬授業準備（グループ） 
【第 12 回】 ・模擬授業１ 模擬授業準備（グループ） 
【第 13 回】 ・模擬授業２ 模擬授業準備（グループ） 

【第 14 回】 ・模擬授業３ 予習：次回の予習 
 

【第 15 回】 
・「豊かな小学校外国語教育をめざしてー外国語活動
の成果を課題を踏まえて」 
・総括 

全ての受講ノート持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED311-
A01 

2.科目名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 中学校教職 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教師としての資質向上をめざす態度を育成し、また、人間尊重について理解するために、実
習施設である社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状などを理解するとともに、対
象者の生活、障害の状況、特性など全体像の把握する。 
 ★ 実習は社会福祉施設で５日間、特別支援学校で２日間の計７日間実施する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
 ①社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状を理解する。 
 ②社会的に弱い立場にいる人、困っている人たちがいることに関心を持ち、感覚や感性を
働かせ、相手の立場に立って感じる、考える、想像するなどの共感的な態度や理解ができ
る。 
 ③社会福祉施設及び特別支援学校において、現場で求められるニーズに対して、他者と協
働して積極的に行動できる。 
 ④教師としての資質向上する態度を身に付ける。 
[関連するディプロマポリシー] 
(1) 自律的で主体的な態度（自律 

19.教科書・教材 『教師をめざす人の介護等体験ハンドブック 5 訂版』 現代教師養成研究会編 大修館書店 
20.参考文献 適宜提示する。 

21.成績評価 

実習計画書等の提出物、実習の総合評価による。 
１．講義と実習の振り返りレポート 40％【学習目標①②③④に対応】 
２．計画書（5％×2 回） 10％【学習目標①に対応】 
３．体験評価（特別支援学校 20％、社会福祉施設 30％） 50％【学習目標①②③④に対
応】 
  （検温報告書（体験開始 2 週間前、体験期間中、体験終了後 2 週間）の提出含む）  
※コロナ禍の状況により評価を変更する場合がある 
※注意点：今年度の介護等体験の実施はコロナ禍の影響で不確実である。体験が実施できな
い場合、昨年度と同様に介護等体験の代替 

22.コメント 

1 回目の授業時に授業内容と介護等体験実習のオリエンテーションを行うので、必ず出席す
ること。 
また、昨年度の介護等体験のオリエンテーション時に配布された介護等体験に関するファイ
ル持参すること。 
各実習証明書、記録日誌は、実習終了後に教職センター（尼崎キャンパス４階）に提出しな
ければならない（小中教員免許申請に必要）。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション… 教科書 pp.8-10 
・介護等体験実習の意義、この授業でのベンチマーク
などについて理解する。 

〇実習前までに、実習先（特別支援学校、社
会福祉施設）の情報を収集するとともに、実
習の目標をたてる。（随時）（240 分） 



〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.11-29 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 2 回】 
教師としての資質  … 教科書 pp.12-17 
・教師として必要な資質・能力について学ぶ。 
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.30-47 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 3 回】 

介護等体験への臨み方  … 教科書 pp.18-33 
・実習体験と手順、実習課題と自己目標の設定、実習
記録の書き方、実習に関する注意について理解する。
  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.48-61 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 4 回】 

特別支援学校での介護等体験  … 教科書 pp.34-45  
・特別支援教育の歴史、特別支援学校の概要、介護等
体験の内容について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.62-73 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 5 回】 
社会福祉施設での介護等体験 … 教科書 pp.46-58 
・社会福祉施設の歴史と概要、介護等体験の内容につ
いて学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 

【第 6 回】 特別支援学校実習① 
・特別支援学校での実習（その 1） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 7 回】 
特別支援学校実習② 
・特別支援学校での実習（その 2）  
 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 8 回】 社会福祉施設実習① 
・社会福祉施設での実習（その 1） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 9 回】 
社会福祉施設実習② 
・社会福祉施設での実習（その 2） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 10 回】 
社会福祉施設実習③ 
・社会福祉施設での実習（その 3） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 11 回】 
社会福祉施設実習④ 
・社会福祉施設での実習（その 4） 〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 12 回】 
社会福祉施設実習⑤ 
・社会福祉施設での実習（その 5） 

〇実習で学んだことを整理し、振り返りを行
い、教育実習における課題を設定する。（随
時）（120 分） 

【第 13 回】 
介護等体験についての報告 
・介護等体験の内容と学んだことについて報告する。
また、報告者の内容から学ぶ。 

〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。
（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.74-86 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 14 回】 
実習総括、実習課題と自己目標について  … 教科
書 pp.60-70 
・実習後の心得を学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。



（120 分） 

【第 15 回】 

介護等体験実習のまとめ、実習記録物の提出（実習が
終わったときに随時） 
・介護等体験と講義の振り返りと提出物の確認をす
る。  
 

〇最終レポートの作成（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED313-
A51 

2.科目名 社会Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、特に小学校５年/６年生の単元についての教材研究を通して、小学校社会科教
育についての理解を深めることを目的とします 
【概要】 
〇社会Ⅰで学んだ小学校社会科教育の目標・内容等のねらいやポイントなどの理解を深め、
社会科の教育実践力向上をめざす。 
 ○小学校社会科教育の目標・内容と具体的な実践との比較研究 
 ○社会科教育における資料の活用を中心とした学習スキルを検討・研究する 
 ○発表活動、グループワークなどの体験を通した指導法の研究 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ①自律性 ④問題発見･解決力 ⑥専門的知識･技能の活用力 
（１）５年･６年生の単元の概要について説明することができる 
（２）「主体的･対話的で深い学び」の授業改善の視点から、学習展開を構成することができ
る。 
（３）発問・板書・ノート指導等を効果的に活用し模擬授業を行うことができる 
（４）グループで模擬授業を実施し、改善策を立てることができる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布 

20.参考文献 
〇文部科学省小学校学習指導要領 
〇講義の中で適宜提示 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです 
・毎時間のワークシートの作成   ２０％《学習目標(1)に対応》 
・学習指導案の作成        ２０％《学習目標(2)(4)に対応》 
・模擬授業の実施         ２０％《学習目標(3)に対応》 
・総括試験            ４０％《総括･ふりかえり》 
 

22.コメント 
社会Ⅰで学んだことをいかして、高学年の社会科学習を中心に学んでいきましょう。講義は
参加してナンボの世界です。１時間目から１５時間目までしっかりと出席できる人を待って
います。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

オリエンテーション 
○社会科Ⅱ学習内容の概要と受講のルール  
○シラバスについての詳細な解説 
◎5 円玉を使った社会科授業にチャレンジ 
 

〇日本の食糧生産の問題点について調べてく
る（90 分） 
 



【第２回】 

実践事例研究「日本の食糧生産１）」 
○前回課題の発表 
◎指導案の検討・分析 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第３回】 

実践事例研究「日本の食糧生産 2）」 
○授業の導入のコツ（天ぷらと豆腐） 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第４回】 

実践事例研究「日本の食糧生産 2）」 
○指導案の作成と検討 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
〇日本の水産業の問題点について調べてくる
（120 分） 
 

【第５回】 

実践事例研究「日本の水産業１）」 
○前回課題の発表 
○指導案の作成と検討 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第６回】 

実践事例研究「日本の水産業 2）」 
○指導案の作成と検討 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第７回】 

実践事例研究「歴史学習の基礎知識」 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第８回】 

実践事例研究「縄文時代」 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
◎縄文時代までの子どもが喜ぶ歴史クイズを
つくる（180 分） 
 

【第９回】 

実践事例研究「弥生時代」 
◎歴史クイズ合戦 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第１０
回】 

実践事例研究「邪馬台国〜大和朝廷」 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第１１
回】 

実践事例研究「律令国家の形成と聖徳太子の政治」 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
  
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分）  
 



【第１２
回】 

実践事例研究「大化の改新〜壬申の乱」 
◎歴史クイズ合戦 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第１３
回】 

実践事例研究「東大寺大仏建立」 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
〇「大仏建立」指導案作成 
 

【第１４
回】 

まとめのテストと指導案作成 
 

〇指導案の完成（１８０分） 
 

【第１５
回】 

これまでの学びのまとめ 
◎グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成  
 

〇社会Ⅱの総まとめ（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A01 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】  
 この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的としま
す。 
【概要】 
 教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究
と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目
的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さら
に、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなけ
ればならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じて、実習
事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみでなく、教師としてのあ
り方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。 
 教育実習は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前
事後指導の学習が実習だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担ってい
るのが本科目の大きな特徴である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し受
け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲がもてるよう
にする 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・生徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に生かそうとしているか  
・各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
・グループワーク        2０％  
・発表・レポート      ３０％ 
  中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の
前提になるので注意すること。 



22.コメント 
この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し
く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
４/１４ 

「第 1 回」  
〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 
・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

〇 ワークシート１「子どもたちの発
達の姿」 
〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
４/２１ 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
４/２８ 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先生のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
５/１２ 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景《動画》を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を書
こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
５/１９ 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程のついて調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
５/２６ 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
６/２ 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成



〇板書練習《グループワーク》  
 

する 
 ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 
  ６/９ 

「第８回」  
〇学習指導の実際②  
・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

〇ワークシート８「指導略案をつくろ
う」 ２時間 

第９回 
 ７/７ 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  ７/１４ 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 １２/５ 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）  
・小グループでの協議  
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 １２/１
２ 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・小グループでの協議 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A02 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】  
 この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的としま
す。 
【概要】 
 教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究
と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目
的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さら
に、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなけ
ればならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じて、実習
事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみでなく、教師としてのあ
り方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。 
 教育実習は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前
事後指導の学習が実習だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担ってい
るのが本科目の大きな特徴である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し受
け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲がもてるよう
にする 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・生徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に生かそうとしているか  
・各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
・グループワーク        2０％  
・発表・レポート      ３０％ 
  中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の
前提になるので注意すること。 



22.コメント 
この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し
く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
４/１４ 

「第 1 回」  
〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 
・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

〇 ワークシート１「子どもたちの発
達の姿」 
〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
４/２１ 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
４/２８ 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先生のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
５/１２ 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景《動画》を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を書
こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
５/１９ 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程のついて調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
５/２６ 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
６/２ 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成



〇板書練習《グループワーク》  
 

する 
 ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 
  ６/９ 

「第８回」  
〇学習指導の実際②  
・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

〇ワークシート８「指導略案をつくろ
う」 ２時間 

第９回 
 ７/７ 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  ７/１４ 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 １２/５ 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）  
・小グループでの協議  
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 １２/１
２ 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・小グループでの協議 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A03 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】  
 この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的としま
す。 
【概要】 
 教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究
と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目
的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さら
に、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなけ
ればならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じて、実習
事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみでなく、教師としてのあ
り方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。 
 教育実習は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前
事後指導の学習が実習だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担ってい
るのが本科目の大きな特徴である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し受
け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲がもてるよう
にする 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・生徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に生かそうとしているか  
・各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
・グループワーク        2０％  
・発表・レポート      ３０％ 
  中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の
前提になるので注意すること。 



22.コメント 
この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し
く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
４/１４ 

「第 1 回」  
〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 
・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

〇 ワークシート１「子どもたちの発
達の姿」 
〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
４/２１ 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
４/２８ 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先生のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
５/１２ 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景《動画》を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を書
こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
５/１９ 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程のついて調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
５/２６ 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
６/２ 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成



〇板書練習《グループワーク》  
 

する 
 ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 
  ６/９ 

「第８回」  
〇学習指導の実際②  
・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

〇ワークシート８「指導略案をつくろ
う」 ２時間 

第９回 
 ７/７ 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  ７/１４ 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 １２/５ 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）  
・小グループでの協議  
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 １２/１
２ 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・小グループでの協議 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A04 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 水本隆正 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的とします 
【概略】 
教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究と
指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目的、
教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さらに、人
間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなければな
らない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じて、実習事前事
後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみでなく、教師としてのあり方、
姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。 
 教育実習は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前
事後指導の学習が実習だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担ってい
るのが本科目の大きな特徴である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し
受け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲が持てるよう
にする 

19.教科書・教材 
・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・生徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に生かそうとしているか  
各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
グループワーク        2０％  
発表・レポート      ３０％ 
 中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の前
提になるので注意すること。 

22.コメント この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し



く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
4/14 

「第 1 回」  
〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 
・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

〇 ワークシート１「子どもたちの発
達の姿」 
〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
4/21 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
4/28 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先生のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
5/12 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景「動画」を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を
書こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
5/19 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程について調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
5/26 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
6/2 
 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 
〇板書練習《グループワーク》  

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成
する 



  ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 
  6/9 

「第８回」  
〇学習指導の実際②  
・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

〇ワークシート８「指導略案をつくろ
う」 ２時間 

第９回 
 7/7 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  7/14 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 12/5(月） 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）   
・小グループでの協議 
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 12/12
（月） 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED319-
A51 

2.科目名 算数Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

興味深い算数指導を行うことを念頭に、算数Ⅰでの学修を１歩進めた、知識・技能・考え方
を身につけることをめざし、以下のことを行う。 
  ・教員採用選考試験で出題された数学の問題演習を通じて算数・数学的な知識および考え
方を深める。 
  ・実践事例を参照しながら、（子どもたちの）日常事象や身近にある素材を活かした教材
（教具）づくりの考  
   え方や方法について学ぶ。 
  ・自らのアイディアを生かし，子どもの算数概念を形成する教材（教具）を作成する。 
  ・自ら開発した教材（教具）について，ワークショップを実施し，考えを交流する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連：問題発見解決力、専門知識の活用力 
①算数指導に必要な数学的な知識や概念、考え方を身に着ける。 
②日常の事象や身近な素材を教材化するための方法や考え方を身に着ける。 
③自らのアイディアを生かして，子どもの算数概念を形成する教材（教具）をつくり、その
授業での活用方法   や指導のねらいについて説明することができる。 

19.教科書・教材 必要に応じてプリント等を配布します 
20.参考文献 特に指定しない 

21.成績評価 

〇ワークシート： 30％・・・・・・・・①に対応 
〇教材（教具）の作成：20％・・・・③に対応 
〇プレゼンテーション：10％・・・・・①③に対応 
〇小レポート： 20％・・・・・・・・・・①③に対応 
〇最終課題：20％ ・・・・・・・・・・・①②③に対応 

22.コメント 

○自ら考え，グループで考え，全員で考え，主体的に「考える」ことを楽しもう。 
○間違いから学ぶことが多いです。間違いをよりよい解決へと高めていくことを，この授業
に参加する全員の協同の目的としたいです。 
○よりよい解決に達することを目指しますが，「解けたらいい」「分かったらいい」という自
分本意な取り組み方は認めません。「解けること」「分かること」が，同じ授業で学ぶ全体の
財産にしようとする態度を求めます。 

23.オフィスアワー 月曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 

オリエンテーション 
・この授業での授業の進め方，学修目標、ベンチマー
ク 
 算数の教材教具に関する基本的な理解 

 

10/3 
・算数・数学的な知識や概念について…数と式 
 教員採用試験小学全科（数学）で出題されている問

○取り組んだ課題について、その解法や考え
方をワーク―シートにまとめると共に、別解



題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・考
え方について検討する。 
 

についても追究しておく（１８０分） 

10/17 

・算数・数学的な知識や概念について…方程式 
  教員採用試験小学全科（数学）で出題されている
問題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・
考え方について検討する。 

○取り組んだ課題について、その解法や考え
方をワーク―シートにまとめると共に、別解
についても追究しておく（１８０分） 

10/24 

・算数・数学的な知識や概念について…関数① 
 教員採用試験小学全科（数学）で出題されている問
題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・考
え方について検討する。 

○取り組んだ課題について、その解法や考え
方をワーク―シートにまとめると共に、別解
についても追究しておく（１８０分） 

10/31 

・算数・数学的な知識や概念について…関数② 
 教員採用試験小学全科（数学）で出題されている問
題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・考
え方について検討する。 
 

○取り組んだ課題について、その解法や考え
方をワーク―シートにまとめると共に、別解
についても追究しておく（１８０分） 

11/7 

・算数・数学的な知識や概念について…図形① 
 教員採用試験小学全科（数学）で出題されている問
題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・考
え方について検討する。 
 

○取り組んだ課題について、その解法や考え
方をワーク―シートにまとめると共に、別解
についても追究しておく（１８０分） 

11/14 

・算数・数学的な知識や概念について…図形② 
 教員採用試験小学全科（数学）で出題されている問
題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・考
え方について検討する。 
 

○取り組んだ課題について、その解法や考え
方をワーク―シートにまとめると共に、別解
についても追究しておく（１８０分） 

11/21 

・算数・数学的な知識や概念について…図形③ 
 教員採用試験小学全科（数学）で出題されている問
題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・考
え方について検討する。 

○取り組んだ課題について、その解法や考え
方をワーク―シートにまとめると共に、別解
についても追究しておく（１８０分） 

11/28 

・算数・数学的な知識や概念について…資料の活用 
 教員採用試験小学全科（数学）で出題されている問
題などから、算数指導上必要とされる知識・概念・考
え方について検討する。 
 

◎教材教具開発についてグループで構想を練
る（１８０分） 

12/5 ・小・中学校での算数・数学授業の実践事例を参考
に，教材教具を開発する 

◎残っている教材教具の開発についての作業
を行う（３６０分） 
◎発表の準備（１２０分） 
●小レポート提出 

12/12 
・小・中学校での算数・数学授業の実践事例を参考
に，教材教具を開発する。 

◎残っている教材教具の開発についての作業
を行う（３６０分） 
◎発表の準備（１２０分） 

12/19 ・小・中学校での算数・数学授業の実践事例を参考
に，教材教具を開発する。 

◎残っている教材教具の開発についての作業
を行う（３６０分） 
◎発表の準備（１２０分） 

1/16 
・開発した教材教具のねらい、活用法、効果などにつ
いてプレゼンテーションを行う。 ◎発表の反省や課題を整理する（１８０分） 



1/23 ・教材教具発表会①の反省をもとに，教材教具の改善 
◎残っている教材教具の開発についての作業
を行う（３６０分） 

1/30 まとめと反省 〇最終課題の作成 （２４０分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED323-
A51 

2.科目名 外国語の指導法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 小学校教諭（コアカリ科
目） 

11.先修条件 「外国語」（春学期）を先修していること
が望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、「外国語」（春学期）の応用的科目であり、小学校における外国語（高学年）の
学習、指導、評価に関する応用的な知識や指導技術を実践的に身に付けることを目的としま
す。 
【概要】 
具体的には、児童期の第 2 言語習得の特徴、4 技能の指導、評価等の外国語活動や外国語科
を指導する上で必要な応用的知識を学び、教材研究や模擬授業の中でそれらの知識や理解を
より実践的に身に付け、活用することが求められます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（５）コミュニケーショ
ンスキル、（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。     
      
①「外国語」（春学期）の内容をふまえ、児童期の第２言語習得理論や小学校外国語におけ
る 4 技能など外国語を指導する上で必要な知識がわかるようになる。  
         
②①の知識や理解を実践の中で活用できるようになる。    
        
 

19.教科書・教材 

①樋口忠彦（代表）(2019)『小学校英語内容論入門』研究社 
②文部科学省検定済教科書・小学校外国語科用「Here We Go! 5」光村図書（5 年生用） 
③文部科学省検定済教科書・小学校外国語科用「Here We Go! 6」光村図書（6 年生用） 
※上記、教科書は全冊購入することになります。   
 

20.参考文献 

樋口忠彦・高橋一幸・加賀田哲也・泉惠美子（2017）『Q&A 小学校英語指導法事典ー教師
の質問 112 に答える』教育出版. 
小学校学習指導要領 最新版 
小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編 最新版 
樋口忠彦（代表）(2017)『小学校英語教育法入門』研究社（春学期に購入済のもの）  
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 外国語・外国語活動 
東洋館出版社 
 {WEB 資料,https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326̲p 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。     
      
・課題１：毎回のコメントと授業貢献度２０％ [学習目標①に対応]  
         
・課題２：小テスト、課題３０％ ? [学習目標①に対応]   



        
・課題３：教材研究発表１０％ [学習目標②に対応]    
       
・課題４：模擬授業発表（学習指導案含む）３０％ [学習目標②に対応]  
         
・課題５：レポート（総括振り返り）１０％ [学習目標①、②に対応]  
         
 

22.コメント 

「外国語」（春学期）では小学校英語教育の基礎理論と「外国語活動」（中学年）における実
践的な指導方法・評価規準の設定について、「外国語の指導」（秋学期）では、「外国語」（春
学期）で学習した内容をふまえて、「外国語」（高学年）における、より実践的な指導方法・
評価規準の設定について学びます。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー 月 3 限目 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション：授業の進め方、学習の仕方な
ど 
・外国語活動、外国語科の役割と方向  テキスト
pp.1-12 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習   
 

【第 2 回】 
・聞くこと、話すこと テキスト pp.14-30 
・教室英語 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 3 回】 
・読むこと、書くこと テキスト pp.31-47 
・教室英語 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習、スモールトークの準備 

【第 4 回】 

・技能統合的な活動  
・⺟語を利用した「ことばへの気づき」活動 
 テキスト pp.48-59  
 ・スモールトーク 

復習：今回の復習及びノートの整理  
予習：次回の予習、スモールトークの準備  
 

【第 5 回】 
・音声の指導  テキスト pp.94-105 
・スモールトーク 

復習：今回の復習及びノートの整理 
予習：次回の予習、    
グループワーク：発表者はグループで発表準
備    
 

【第 6 回】 ・語彙の指導 テキスト pp.106-118 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習、    
グループワーク：発表者はグループで発表準
備 

【第 7 回】 
・音声と文字の関係の指導（フォニックスの基礎）  
 テキスト pp.119-129 

復習：第 1 回から第 7 回までの復習、中間
テスト準備 

【第 8 回】 
・文字、単語、文の書き方の指導  
 テキスト pp.130-141 

復習：今回の復習    
予習：次回の予習 

【第 9 回】 ・中間テスト 
・文、文構造、文法の指導  テキスト pp.142-158 

復習：今回の復習及びノートの整理    
予習：次回の予習     
 

【第 10 回】 ・ライム、うた、絵本、児童用物語  pp.159-173 
復習：今回の復習及びノートの整理    
予習：次回の予習    



グループワーク：学習指導案(第１案）の作
成    
第１１回に提出     
 

【第 11 回】 ・国際理解と国際交流  pp.174-189 
復習：今回の復習及びノートの整理    
予習：次回の予習    
グループワーク：模擬授業準備 

【第 12 回】 ・教材研究と教材開発の工夫  pp. 191-204 
復習：今回の復習及びノートの整理    
グループワーク：模擬授業準備, 学習指導
案完成 

【第 13 回】 
・マイクロティーチング（模擬授業） （グループ
１） 

復習：模擬授業に参加して、または模擬授業
を行って振り返り記入    
グループワーク：模擬授業準備、学習指導案
完成    
提出物：学習指導案（模擬授業者） 

【第 14 回】 
・マイクロティーチング（模擬授業） （グループ
２） 

復習：模擬授業に参加して、または模擬授業
を行って振り返り記入    
予習：次回の予習,レポート作成    
第１５回授業時に提出    
提出物：学習指導案（模擬授業者） 

【第 15 回】 ・まとめ 
・リフレクション（振り返り） 

提出物：レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED324-
A81 

2.科目名 幼児理解 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名浩 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 無し 

17.授業の目的と概要 

【目的】  
１．教師の行う教育相談の役割と特徴を理解し、教育相談の方法と理論を学ぶ。  
２．幼児教育現場における幼児の姿から発達を読み取り、その実態と問題を臨床的に捉え、
その特徴や援助の在り方、保護者との連携についてのアセスメントを理解をする。 
【概要】  
フィールドワークやワークショップにより、子どもとのつながり方・理解や援助の仕方の原
則を理解し、保護者との関係づくりや内外の資源と連携・支援のための知識と技能を習得す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

幼稚園教諭免許に必要な幼児理解について、以下の①〜③を本科目の到達目標とする。 
①基盤となる理論および幼児教育の特質との関連を理解する。 
②幼児理解の具体的な技法である、観察、面接、アセスメントの実際を理解し、身につけ
る。 
③.幼児期の子どもやその保護者をめぐる多様な問題に対して、多面的かつ柔軟に 把握し、
援助の方法が理解できる。 

19.教科書・教材 
 
「親・保育者(せんせい)のための子育て・保育カウンセリングワークブック」 
清水勇・阿部祐子著 学事出版 

20.参考文献 「子どもの理解と保育・教育相談」小田豊 秋田貴代美編 みらい 

21.成績評価 
 １日ごとの振り ２０点×３日 
 最終レポート  ４０点 

22.コメント 

幼稚園の現場の姿や、子どもの実態や保護者との関係つくりについてお話を伺い、幼児の観
察・援助や保護者対応について悩みや解決にいたる考え方を深めます。 
コロナにより現場での授業は中止します。 
全てキャンパスで対面授業となります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 
令和４年 
２月２２日
(⽕) 

保育における相談ニーズとカウンセリングマインド        
・保育・教育相談の在り方と課題                     
・保育に求められるカウンセリングマインド 
・保育所・幼稚園における実際の保育・教育相談とは 

教科書  
 

第２回 
令和４年 
２月２２日
(⽕) 

 子どもの育ちと保護者支援 
・子育て不安 
・子育て困難   
・保護者の成⻑の場としての園 
・保護者の成⻑とは 

 

第３回 
令和３年 

子どもの育ちを支える子ども理解と保育者の援助１ 
子どもの育ちと子ども理解と保育者の援助の関係を理

 



２月２２日
(月) 

解する 
 

第４回 
令和 4 年 
２月２２日
(⽕) 

子どもの育ちを支える子ども理解と保育者の援助 2 
子どもの育ちと子ども理解と保育者の援助の関係を理
解する 
 

 

第５回 
令和４年 
２月２２日
(⽕) 

子どもの発達とは 
様々な発達 
 

 

第６回 
令和４年 
２月２４日
（木） 

発達障害の理解と保育１ 
発達障害の理解 
 

教科書 

第７回 
令和４年 
２月２４日
（木） 

発達障害の理解と保育２ 
発達障害の理解と保護者への対応 
 

 

第８回 
令和４年 
２月２４日
（木） 

3.4.5.歳児の乳児の発達をとらえる１         
・発達の課題と発達の過程 
・保育のなかでどのように発達をとらえるか 
 

 

第９回 
令和４年 
２月２４日
（木） 

保育者の相談場面でのカウンセリング技法の活用 １ 
保護者のクレームから考える 
・受容・共感・自己一致 
・傾聴 の演習 
 

 

第１０回 
令和３年 
２月２４日
（木） 

保護者支援 
・子育て支援 
・親育ち 

 

第１１回 
令和４年 
２月２５日
（金） 

保育者のメンタルヘルス １ 
・保育者の実態と悩み 

教科書 

第１２回 
令和４年 
２月２５日
（金） 

保育者のメンタルヘルス ２ 
・保育者としての成⻑ 
 

 

第１３回 
令和４年 
２月２５日
（金） 
 

3.4.5.歳児の乳児の発達をとらえる 2 
・発達の課題と発達の過程 
・保育のなかでどのように発達をとらえるか 
 

 

第１４回 
令和４年 
２月２５日

事例を用いて幼児理解と保育者の専門的実践力につい
て１ 
・事例研究と演習 

 



（金） 
第１５回 
令和４年 
２月２５日
（金） 

事例を用いて幼児理解と保育者の専門的実践力につい
て２ 
・事例研究と演習 
まとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED325-
Y51 

2.科目名 生徒・進路指導論（中・高） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小松郁夫 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業を通じて、生徒指導と進路指導の在り方を学ぶことが目的です。 
生徒指導は学校生活を充実させ、進路指導は将来を充実させる指導で、教職を志すための重
要な教養となります。本授業では、生徒指導と進路指導学に関する知識を学び、グループワ
ーク、ロールプレイングを行い、探究的に考えていきます。また、SDGs の 4 番目の目標の
「質の高い教育をみんなに」も授業中にとりあげ、グローバルな教師像も検討します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の目標は以下の通りです。 
?生徒指導について理解し、説明をできるようになる。 
②進路指導について理解し、説明をできるようになる。 
③生徒指導の問題について、課題設定とその解決をできるようになる。 
④進路指導を多面的な分析を交えて、行うことができるようになる。 
⑤グループワークなどで、傾聴と論理的な思考ができ、自分の意見を発信できるようにな
る。 

19.教科書・教材 その都度、資料を配付します。 

20.参考文献 
文部科学省 「生徒指導提要」 
横山明子編著「生徒指導・進路指導・キャリア教育論」図書文化社 
 

21.成績評価 

以下のすべてについて、定められた期日・方法で提出することを条件とします。 
各課題の内容、様式、提出方法は授業中に説明します。 
配点は以下の通り。 
・最終課題（学習目標?に対応）40 点 
・中間課題（学習目標②に対応）30 点 
・グループワーク（学習目標③〜⑤に対応）15 点 
・提出物           15 点 
 

22.コメント 
大学生が持つ学校イメージは、出身校による影響があると思います。グループワークなどを
通じて、各メンバーの経験を共有し、生徒指導と進路指導の在り方を考えられる授業を目指
します。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室等で、受講生からの質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション（本授業の目標、内容、成績評
価、受講上の留意点等） 
グループディスカッションで、各自の大学入学以前の
学校生活などについて、感想を交換する。 
 

予習：生徒指導、進学指導に関する新聞やイ
ンターネット上の記事を切り抜き、興味をも
った理由をつけて提出できるようにしてお
く。 

第２回 
講義「生徒指導の意義と課題」 
「教育課程における生徒指導の位置付け」 

復習：今回の講義の要点の整理確認 
予習：指示されたポイントについて意見をま



活動：各メンバーの自分が受けた、進路指導につい
て、情報を交換し、良い点と悪い点を共有。 
予習で調べた記事と感想を提出。 
 

とめておく 
 

第３回 

講義「集団指導と個別指導について」 
生徒指導と進路指導の両面から考える 
グループワーク 学校における集団指導と個人指導の
必要性と目的を整理する。 
 

予習：グループワークに備えて、やる気を引
き出す指導について、具体的な指導法を考え
ておく。 

第４回 

活動「やる気を引き出す指導」 
生徒から能動的な行動を引き出す方法について、検討
し、具体的方法をまとめて発表し共有する。 
 

復習と予習：新しい指導法を一つまとめて文
章にしておく 

第５回 

活動：面談のロールプレイング 
担任と生徒の教育相談の課題を設定し、各グループで
方針、共通理解について検討し、プレゼンを行い共有
する。 
 

復習：要点の整理確認 
予習： 次回の予習 
 

第６回 

講義「学校における生徒指導体制」 
校内組織と指導の方針、理解、運営などについて学
ぶ。 
中間課題の提示 
 

復習：要点の整理確認 
予習：中間課題の作成 
 

第７回 

講義「教育相談の意義」 
活動：教育相談のロールプレイング 
担任と生徒の相談事例から、教員と生徒とのかかわり
方を考える。 
中間課題の提出 
 

復習：要点の整理確認 
予習：次回の予習 
 

第８回 

講義「生徒指導の進め方」 
学級担任、ホームルーム指導について学ぶ。 
組織的対応と関係機関との連携、教職員の役割、守秘
義務や説明責任等について学ぶ。 
 

復習：要点の整理確認 
予習： 自分が受けた進路指導についてまと
めておく 
 

第９回 

講義「学校における進路指導について」 
進路指導の歴史や変遷、最近の学校における生徒指
導・進路指導・キャリア教育について学ぶ。 
活動：具体的な教育相談の課題を設定し、その解決に
ついて考える。 
 

復習：要点の整理確認 
予習： 進路指導とキャリア教育の違いにつ
いてまとめておく。 
 

第１０回 

講義「進路指導・キャリア教育の実践について」 
進路指導からキャリア教育への変遷、多様とされる未
来を考えた、先進的であるとされるキャリア教育の事
例を紹介。 
活動：自分の受けた進路指導、キャリア教育につい
て、優れた点を評価し、共有する。 
 

復習：要点の整理確認 
予習：キャリアカウンセリングについて、調
べておく。  
 

第１１回 講義「ガイダンスとカウンセリングについて」 復習：要点の整理確認 



活動：キャリアカウンセリングのロールプレイングを
通じて、スキルを学ぶ。 
 

予習：次回の予習 
 

第１２回 

講義「アセスメントについて」 
進路指導に使われるアセスメントについて学ぶ。 
中学校や高等学校で行われる進路指導について事例を
紹介する。 
活動：各学校の特⻑ある方法を題材に感想を共有す
る。 
 

復習：要点の整理確認 
予習：次回の予習 
 

第１３回 

講義「生徒指導における法制度等」 
生徒指導に関連する法律等の知識を学ぶ。 
活動：法律的事例について検討し、感想をまとめる。 
最終課題の提示。 
 

復習：要点の整理確認 
予習：最終課題の作成 
 

第１４回 

活動：グループワーク 
SDGs の 4 番目の目標の「質の高い教育をみんなに」
等、大きな視野から教師像を議論する。 
最終課題の提出 
 

復習：要点の整理確認 
予習：SDGｓについて理解を深めておく。 

第１５回 

活動：グループ面談 
教師のやりがいや存在意義について共有。授業を振り
返っての意見交換。 
授業アンケートの実施 
 

最終課題の提出 
（グループ面談時に提出） 
出欠の確認 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED402-
M51 

2.科目名 特別活動の指導法 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 天野義美 

5.授業科目の区分 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学部生 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
高校(地歴) 高校(公⺠) 
中学(社会) 特支 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義科目 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 特別活動は、小・中・高・特別支援学校の教育課程に位置付く教育活動である。従って、
学校現場では、自己が担当する教科の如何に関わらず特別活動の指導にあたらなければなら
ない。 
 当授業では、特別活動の目標、意義、内容や、指導方法の基本的なあり方を理解すること
が目的である。 
［概要］ 
  「人間形成の基本となる教育活動は特別活動である」という視点から、特別活動の特質や
意義、活動内容、指導方法などについて考察する。 
   一方的な講義に終始するのではなく、課題についての話し合いや具体的な実践事例を参
考にしながら、特別活動の大切さを追究する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の?自律性、?問題発見・解決力の学
修に関連している。  
【学習目標】 
特別活動の目標を具現化する理論や方法を明らかにし、特別活動の教育的意義を理解した上
で、実践的な指導力を身に付ける。 
①特別活動の指導に関する基本的な事項や、基礎的な知識を身に付けることができる。 
②特別活動の教育的意義について、自己の考えを述べることができる。 
③教育の今日的課題の解決に向けて、特別活動の果たすべき役割を説明することができる。 
 

19.教科書・教材 なし（講義の中で、資料を配布する。) 

20.参考文献 

①文部科学省「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）」（東山書房・2017 年） 
②文部科学省「高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）」（東山書房・2018 年） 
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21.成績評価 

本講義では、特別活動の指導法に関して、概論(第 1 回)→総論（第 2〜4 回)→各論(第 5〜8
回)→細論(第 9〜14 回)→まとめ(第 15 回)で展開し、それぞれの理解を図ったうえで、最後
にレポートの提出を課す。評価にあたっては、上記 18 に示した学習目標①②③の達成度
を、平生の授業態度も含めて総合的に行う。 
 評価の採点配分 



  ①授業への積極的な姿勢、グループワークへの参加態度(20 点) 
  ②授業での提出物や、授業後の課題(30 点) 
  ③最終レポート(50 点) 
 以上の合計が 60 点以上を合格とする。 
 

22.コメント 

学校時代の思い出に、特別活動の活動や行事を挙げる人は多い。本講義では、特別活動の教
育的意義を踏まえて、生徒がよりよい学級生活、学校生活を目指して自治的に活動できるた
めの効果的な指導のあり方を共に考察していきたい。 
  「為すことによって学ぶ」という特別活動の方法原理に基づいて、授業中のグループ協議
にも自主的・実践的に参加すること。 
 授業中のスマホ使用は、厳禁とする。 

23.オフィスアワー 授業終了後、教室内で質問を受ける。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

特別活動の概要 
  ・特別活動とは何か 
  ・学校教育での位置付け 
 グループワークの編成 
 

〇予習：特別活動には、どのような教育活動
があるのか調べておく 
〇復習：教育課程に位置付いている特別活動
の内容を確認する 
【宿題】：教職課程の科目で特別活動が必要
とされる理由を考える 
 

第 2 回 

特別活動の特質 
   ・子どもの現状と課題 
   ・特質と方法原理 
 

〇予習：教育の課題解決に向けて、特別活動
が果たす役割を調べる 
〇復習：特別活動の特質、及び方法原理を確
認する 
【宿題】：特別活動の教育的な役割を考察す
る。 
 

第 3 回 

特別活動の変遷 
   ・歴史的な歩み 
   ・今回の学習指導要領の改訂 
 

〇予習：特別活動の歩みと学習指導要領の改
訂との関連について調べる 
〇復習：特別活動の変遷と、今回の学習指導
要領改訂を理解する 
【宿題】：今回の学習指導要領改訂で示され
た「いじめ防止」に関して検討する 
 

第 4 回 

特別活動の目標と内容 
   ・目標と教育的意義 
   ・内容とその取扱い 
   ・校種間の関連 
 

〇予習：小・中・高の特別活動の目標、意
義、内容の中味と関連性を調べる 
〇復習：発達段階に即した特別活動の目標、
教育的意義・内容を把握する 
【宿題】：「いじめの空気」について考察する 

第 5 回 

学級活動(ホームルーム活動)の目標と内容 
   ・目標と教育的意義 
   ・内容とその取扱い 
   ・展開事例 
 

〇予習 ：学級活動の目標、及びそれを達成
するための内容を調べる 
〇復習：特別活動の特質を踏まえた学級活動
の目標、意義、内容を理解する 
【宿題】：学級の係活動について考える 
 

第 6 回 
生徒会活動の目標と内容 
   ・目標と教育的意義 
   ・内容とその取扱い 

〇予習：生徒会活動の目標、及びそれを達成
するための内容を調べる 
〇復習：特別活動の特質を踏まえた生徒会活



   ・展開事例 
 

動の目標、意義、内容を理解する 
【宿題】：生徒会活動の実践事例について、
社会参画の視点で考える 
 

第 7 回 

学校行事の目標と内容① 
   ・目標と教育的意義 
   ・内容とその取扱い 
      儀式的行事 
   文化的行事 
 ・展開事例 
 

〇予習：学校行事の目標、及びそれを達成す
るための内容を調べる 
〇復習：儀式的行事、文化的行事の内容と取
り扱い方や留意点を理解する 
【宿題】：コロナ禍での学校行事の在り方を
検討する 
 

第 8 回 

学校行事の目標と内容② 
   ・内容とその取扱い 
      健康安全・体育的行事 
      旅行・集団宿泊的行事 
      勤労生産・奉仕的行事   
  ・展開事例 

〇予習：健康安全・体育的行事、旅行・集団
宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事の内容を
調べる 
〇復習：特別活動の特質を踏まえた学校行事
の目標、意義、内容を理解する 
【宿題】：集団宿泊的行事の部屋割りについ
て考える 
 

第 9 回 

特別活動の指導計画 
   ・全体計画 
   ・三内容の相互関連 
   ・年間指導計画 
 

〇予習：特別活動を効果的に展開するための
指導計画のあり方を調べる 
〇復習：特別活動の全体計画、年間指導計
画、各指導案を確認する 
【宿題】：離任式開催自粛の通達について検
討する 
 

第 10 回 

特別活動と他の教育活動との関連 
   ・教科との関連 
   ・道徳科との関連 
   ・総合的な学習の時間との関連 

〇予習：教育目標に向けた、特別活動と他の
教育活動との関連を調べる 
〇復習：教科・道徳科・総合との双方向的な
関連、相互補完を整理する 
【宿題】：自然体験学習のプログラムに込め
られた教育的なねらいを探索する 

第 11 回 

特別活動と学校・学年・学級経営 
   ・人間関係形成 
   ・社会参画 
   ・自己実現 

〇予習：円滑な学級経営を図る上での、特別
活動の役割や機能を調べる 
〇復習：学校・学年・学級経営における特別
活動の役割を理解する 
【宿題】：スクールカーストについて考察す
る 
 

第 12 回 

特別活動の指導実践（学級活動の?を中心に） 
   ・指導の実際 
   ・事前ー本時ー事後の流れ 
   ・学習指導案の作成 
 

〇予習：各教科の一般的な学習指導案の形
式、書式、内容などを調べておく 
〇復習：学級活動の活動過程と、一時間の学
習指導案の要点を理解する 
【宿題】：クラスのドッジボールルールを作
成する 
 

第 13 回 
特別活動の評価 
   ・学力のとらえ方 

★レポートの課題提示と説明〇予習：評価の
持つ意味と、特別活動の評価のあり方につい



   ・特別活動で育つ力 
   ・評価の実際 
 

て調べる 
〇復習：よさを積極的に認めて評価する意義
や効果を理解する 
【宿題】：相互評価がもたらす教育的な価値
を考える 
 

第 14 回 

特別活動をめぐる諸問題 
   ・理解の深化 
   ・学校力・教師力 
   ・活動時間の確保 
 

〇予習：特別活動の充実を図るうえで、学校
や教師に必要なことを調べる 
〇復習：特別活動の効果的な展開と、学校
力、教師力との関連を理解する 
【宿題】：特別活動の教育的意義についてま
とめる 

第 15 回 

これからの学校教育と特別活動、授業のまとめ 
   ・課題と展望 
   ・特別活動に求められるもの    
   ・キーワードでの振り返り 
   ・全体のまとめ 
    
 

★レポートの提出(一月前に課題提示) 
〇予習：これからの学校教育の中で、特別活
動が果たすべき役割を調べる 
〇復習：キーワードをもとに、特別活動の指
導法に関する知識・理解を確実なものにする 
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〇復習：よさを積極的に認めて評価する意義
や効果を理解する 
【宿題】：相互評価がもたらす教育的な価値
を考える 
 

第 14 回 

特別活動をめぐる諸問題 
   ・理解の深化 
   ・学校力・教師力 
   ・活動時間の確保 
 

〇予習：特別活動の充実を図るうえで、学校
や教師に必要なことを調べる 
〇復習：特別活動の効果的な展開と、学校
力、教師力との関連を理解する 
【宿題】：特別活動の教育的意義についてま
とめる 

第 15 回 

これからの学校教育と特別活動、授業のまとめ 
   ・課題と展望 
   ・特別活動に求められるもの    
   ・キーワードでの振り返り 
   ・全体のまとめ 
    
 

★レポートの提出(一月前に課題提示) 
〇予習：これからの学校教育の中で、特別活
動が果たすべき役割を調べる 
〇復習：キーワードをもとに、特別活動の指
導法に関する知識・理解を確実なものにする 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED403-
A51 

2.科目名 教職実践演習（小） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣、岡修一、中尾繁樹、百瀬和夫 

5.授業科目の区分 

展開科目 
小学校・特別支援教育
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 小学校一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 

〇４年生の春学期まで履修状況が『履修カルテ』に記述済みであること 
〇小学校教育実習が履修済みであること 
※これまでに学修してきた教職科目に関する成績等の記録が履修カルテに記述済みでありこ
とを証明するために、履修カルテの印刷物の提出を 1 限目に求めます。 

17.授業の目的と概要 

○学習指導について、模擬授業、ロールプレイ、授業参観、学習指導案研究等により 
授業力を高める。 
○学級経営において、現職教員の講話、実践事例研究、グループによる演習等により 
指導実践力を高める。 
○学校の服務、校務分掌などの実際について知り、社会性を身に付ける。 
○特別支援などの知見から、子ども理解・指導理解を深め、対人関係能力（対応力） 
を高める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP に基づく学習目標は以下の通りである。 
(6）専門的知識・技能の活用力：大学生活での学びの総まとめとして履修カルテを活用し、
これまでの知識や経験をさまざまな演習を通して統合し、生きた実践力を高める。 
(1)  自律性：自分で設定した目標の実現に向けて、積極的に取り組み、やり遂げられるま
で継続することができる。 
(5) コミュニケーションスキル：他者との相互理解を深めながら、社会のために主体的に行
動することができる。 
 

19.教科書・教材 適宜案内する 
20.参考文献 適宜案内する 

21.成績評価 

①小レポート（2 回）   …20％ 
②中レポート（1 回）   …15％ 
③大レポート（1 回）   …20％ 
④学級経営案・指導案の作成 の作成  …20％ 
⑤履修カルテの完成 …25％ 
 

22.コメント 
〇教職を目指してきた皆さんにとって、まさに大学生活の学びの集大成です。これまで得た
知識と経験をこの演習で統合し、教職に向けて実力を養いましょう。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回
目】 

オリエンテーション（全体） 
※全体が入る教室の割り当てのため、時間と教室変更

 
〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 



の可能性があります。 
○9 月末時点での、未登録者のグループ分けについて
は、履修登録完了後、9Ｆ研究室前に貼りだします。 
○教育実践演習のねらいについて 
○履修カルテを元に、自己の課題を確認する。 
 

 

【第２回
目】 

服務と教育活動① 
○校務全般についての理解 
 ・校務分掌 ・職員組織 ・地域と学校等 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第３回
目】 

服務と教育活動② 
○着任から始業式までの動きと準備 
 ・学級編成 ・学級開きの準備 
 

〇着任の挨拶の作成（120 分） 

【第４回】 

服務と教育活動③ 
○始業式から PTA 総会まで 
 ・授業開き ・授業参観 ・学級懇談会等の動きと
準備 
○授業開きの案作成 
 

〇小レポート：これまでの学びのふり返りと
まとめ作成（270 分）⇒提出次回 

【第５回
目】 

生徒指導・生活指導① 
○実践事例研究：「いじめ」の問題と対応 
○ロールプレイ 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第６回】 

生徒指導・生活指導② 
○実践事例研究：「体罰」の問題と対応 
○ロールプレイ 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第７回】 

生徒指導・生活指導③ 
○実践事例研究：「苦情」の問題と対応 
○ロールプレイ 
○保護者理解、地域理解を含めて 
 

〇小レポート：これまでの学びのふり返りと
まとめ作成（120 分）⇒提出次回 

【第８回】 

現場の小学校⻑の話を聞く（全体） 
※全体が入る教室の割り当てのため、時間と教室変更
の可能性があります。 
○「若い教師に期待するもの（仮題）」 
 

〇中レポート：講話のまとめ作成（120 分）
⇒提出次回 

【第９回】 

学級経営と学習指導① 
○学級経営における「学級目標」について考える 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 
 

【第１０
回】 

学級経営と学習指導② 
○「朝の会」「終わりの会」「当番活動」「係活動」
等、「学級活動」について考える 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 
 



【第１１
回】 

学級経営と学習指導③ 
○「学習規律」、「学習のルール」について考える 
○模擬授業 
○グループワークでの討議 
 

〇学級経営案の作成（270 分）⇒提出次回 

【第１２
回】 

児童理解と授業づくり① 
○特別支援教育の知見をいかした児童理解 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第１３
回】 

児童理解と授業づくり② 
○特別支援教育の知見をいかした指導理解 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第１４
回】 

児童理解と授業づくり③ 
○指導案の作成 
○グループワークでの討議 
 

〇指導案の仕上げ（120 分）⇒提出次回 

【第１５
回】 

これまでの学びの総まとめ 
※全体が入る教室の割り当てのため、時間と教室変更
の可能性があります。 
○大レポートの作成 
 

〇「学校現場に向けて！」大レポートの仕上
げ（270 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED403-
A52 

2.科目名 教職実践演習（小） ※水 2 登録不可者 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 

展開科目 
小学校・特別支援教育
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 小学校一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 

〇４年生の春学期まで履修状況が『履修カルテ』に記述済みであること 
〇小学校教育実習が履修済みであること 
※これまでに学修してきた教職科目に関する成績等の記録が履修カルテに記述済みでありこ
とを証明するために、履修カルテの印刷物の提出を 1 限目に求めます。 

17.授業の目的と概要 

○学習指導について、模擬授業、ロールプレイ、授業参観、学習指導案研究等により 
授業力を高める。 
○学級経営において、現職教員の講話、実践事例研究、グループによる演習等により 
指導実践力を高める。 
○学校の服務、校務分掌などの実際について知り、社会性を身に付ける。 
○特別支援などの知見から、子ども理解・指導理解を深め、対人関係能力（対応力） 
を高める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP に基づく学習目標は以下の通りである。 
(6）専門的知識・技能の活用力：大学生活での学びの総まとめとして履修カルテを活用し、
これまでの知識や経験をさまざまな演習を通して統合し、生きた実践力を高める。 
(1)  自律性：自分で設定した目標の実現に向けて、積極的に取り組み、やり遂げられるま
で継続することができる。 
(5) コミュニケーションスキル：他者との相互理解を深めながら、社会のために主体的に行
動することができる。 
 

19.教科書・教材 適宜案内する 
20.参考文献 適宜案内する 

21.成績評価 

①小レポート（2 回）   …20％ 
②中レポート（1 回）   …15％ 
③大レポート（1 回）   …20％ 
④学級経営案・指導案の作成 の作成  …20％ 
⑤履修カルテの完成 …25％ 
 

22.コメント 
〇教職を目指してきた皆さんにとって、まさに大学生活の学びの集大成です。これまで得た
知識と経験をこの演習で統合し、教職に向けて実力を養いましょう。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回
目】 

オリエンテーション（全体） 
※全体が入る教室の割り当てのため、時間と教室変更

 
〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 



の可能性があります。 
○9 月末時点での、未登録者のグループ分けについて
は、履修登録完了後、9Ｆ研究室前に貼りだします。 
○教育実践演習のねらいについて 
○履修カルテを元に、自己の課題を確認する。 
 

 

【第２回
目】 

服務と教育活動① 
○校務全般についての理解 
 ・校務分掌 ・職員組織 ・地域と学校等 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第３回
目】 

服務と教育活動② 
○着任から始業式までの動きと準備 
 ・学級編成 ・学級開きの準備 
 

〇着任の挨拶の作成（120 分） 

【第４回】 

服務と教育活動③ 
○始業式から PTA 総会まで 
 ・授業開き ・授業参観 ・学級懇談会等の動きと
準備 
○授業開きの案作成 
 

〇小レポート：これまでの学びのふり返りと
まとめ作成（270 分）⇒提出次回 

【第５回
目】 

生徒指導・生活指導① 
○実践事例研究：「いじめ」の問題と対応 
○ロールプレイ 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第６回】 

生徒指導・生活指導② 
○実践事例研究：「体罰」の問題と対応 
○ロールプレイ 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第７回】 

生徒指導・生活指導③ 
○実践事例研究：「苦情」の問題と対応 
○ロールプレイ 
○保護者理解、地域理解を含めて 
 

〇小レポート：これまでの学びのふり返りと
まとめ作成（120 分）⇒提出次回 

【第８回】 

現場の小学校⻑の話を聞く（全体） 
※全体が入る教室の割り当てのため、時間と教室変更
の可能性があります。 
○「若い教師に期待するもの（仮題）」 
 

〇中レポート：講話のまとめ作成（120 分）
⇒提出次回 

【第９回】 

学級経営と学習指導① 
○学級経営における「学級目標」について考える 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 
 

【第１０
回】 

学級経営と学習指導② 
○「朝の会」「終わりの会」「当番活動」「係活動」
等、「学級活動」について考える 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 
 



【第１１
回】 

学級経営と学習指導③ 
○「学習規律」、「学習のルール」について考える 
○模擬授業 
○グループワークでの討議 
 

〇学級経営案の作成（270 分）⇒提出次回 

【第１２
回】 

児童理解と授業づくり① 
○特別支援教育の知見をいかした児童理解 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第１３
回】 

児童理解と授業づくり② 
○特別支援教育の知見をいかした指導理解 
○グループワークでの討議 
 

〇今日の学びのふり返りとまとめ（120 分） 

【第１４
回】 

児童理解と授業づくり③ 
○指導案の作成 
○グループワークでの討議 
 

〇指導案の仕上げ（120 分）⇒提出次回 

【第１５
回】 

これまでの学びの総まとめ 
※全体が入る教室の割り当てのため、時間と教室変更
の可能性があります。 
○大レポートの作成 
 

〇「学校現場に向けて！」大レポートの仕上
げ（270 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY106-
A51 

2.科目名 発達心理学 (1/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻必修基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 1 年 

10.取得資格の要件 
保育士資格：必修 
幼稚園教諭、小学校教諭：
教職に関する科目必修 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

人は受胎から死に至るまでさまざまに変化していく。その変化の中でも、心や身体の変化に
ついては発達ということばを使う。人は発達し続けるが、誕生から児童期にかけての発達的
変化は大変大きい。教育の対象である子どもたちは大きな発達的変化の中におり、発達を支
援する者はその変化を十分に理解した上で支援活動を行う必要がある。生涯発達という視点
を持ちつつ、子どもの発達の理解をめざす。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（２）社会的貢献性（３）多様性理解
（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①発達理論等の心理学的知識を踏まえ、発達をとらえる視点について理解する。 
②子どもの発達に関わる心理学の基礎を習得し、発達に即した援助の基本となる子どもへの
理解を深める。 
③子どもの学びの課程や特性について基礎的な知識を習得し、人との相互的関わりや体験、
環境の意義を理解する。 
④生涯発達の観点から発達のプロセスや初期経験の重要性に 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 授業中に紹介する。 

21.成績評価 
小テスト：20 点 〔学習目標①〜④に対応〕 
小課題（授業中に指示を出す）：30 点 〔学習目標②、③に対応〕 
総括テスト：50 点 〔学習目標①〜④に対応〕 

22.コメント 
自分たちの発達の道筋も辿れます。難しい専門用語なども多いのですが、しっかりと理解し
ましょう。 

23.オフィスアワー 水曜日 2 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
「発達心理学とは何か」近接領域との関係について 
 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

2 回目 発達心理学の研究方法、発達課題 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

3 回目 発達をどう見るか 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

4 回目 発達の原理 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 



5 回目 胎生期の発達 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

6 回目 乳児期の発達―運動の発達 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

7 回目 乳児期の発達―人との関わりの中で育つもの① 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

8 回目 乳児期の発達―人との関わりの中で育つもの② 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理
○ 

9 回目 幼児期から児童期の認知発達① 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

10 回目 幼児期から児童期の認知発達② 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

11 回目 社会性の発達 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

12 回目 
⻘年期について 
   
 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

13 回目 
「子ども」について：児童労働について  
 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

14 回目 成人期から老年期について      
 

〇総括テストのための学習 

15 回目 発達のつまずきと対応   
 

〇総括テストのための学習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY106-
A52 

2.科目名 発達心理学 (2/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻必修基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 1 年 

10.取得資格の要件 
保育士資格：必修 
幼稚園教諭、小学校教諭：
教職に関する科目必修 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

人は受胎から死に至るまでさまざまに変化していく。その変化の中でも、心や身体の変化に
ついては発達ということばを使う。人は発達し続けるが、誕生から児童期にかけての発達的
変化は大変大きい。教育の対象である子どもたちは大きな発達的変化の中におり、発達を支
援する者はその変化を十分に理解した上で支援活動を行う必要がある。生涯発達という視点
を持ちつつ、子どもの発達の理解をめざす。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（２）社会的貢献性（３）多様性理解
（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①発達理論等の心理学的知識を踏まえ、発達をとらえる視点について理解する。 
②子どもの発達に関わる心理学の基礎を習得し、発達に即した援助の基本となる子どもへの
理解を深める。 
③子どもの学びの課程や特性について基礎的な知識を習得し、人との相互的関わりや体験、
環境の意義を理解する。 
④生涯発達の観点から発達のプロセスや初期経験の重要性に 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 授業中に紹介する。 

21.成績評価 
小テスト：20 点 〔学習目標①〜④に対応〕 
小課題（授業中に指示を出す）：30 点 〔学習目標②、③に対応〕 
総括テスト：50 点 〔学習目標①〜④に対応〕 

22.コメント 
自分たちの発達の道筋も辿れます。難しい専門用語なども多いのですが、しっかりと理解し
ましょう。 

23.オフィスアワー 水曜日 2 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
「発達心理学とは何か」近接領域との関係について 
 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

2 回目 発達心理学の研究方法、発達課題 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

3 回目 発達をどう見るか 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

4 回目 発達の原理 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 



5 回目 胎生期の発達 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

6 回目 乳児期の発達―運動の発達 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

7 回目 乳児期の発達―人との関わりの中で育つもの① 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

8 回目 乳児期の発達―人との関わりの中で育つもの② 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理
○ 

9 回目 幼児期から児童期の認知発達① 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

10 回目 幼児期から児童期の認知発達② 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

11 回目 社会性の発達 
個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

12 回目 
⻘年期について 
   
 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

13 回目 
「子ども」について：児童労働について  
 

個人作業 
復習：小テストのための準備 
予習：配布したプリントの疑問点などの整理 

14 回目 成人期から老年期について      
 

〇総括テストのための学習 

15 回目 発達のつまずきと対応   
 

〇総括テストのための学習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY107-
m51 

2.科目名 社会心理学 （17 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士  
公認心理師 

11.先修条件 
司法・犯罪心理学、臨床心理学概論、特に
産業・組織理学などの専門科目を履修済み
であることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義形式であるが、理解促進のために適宜
グループワークや簡易な実験を行うことが
ある。 

16.履修制限 人数が過多の場合、抽選を実施する 

17.授業の目的と概要 

 社会・集団・家族心理学は、人間と社会のかかわりに関するありとあらゆるテーマを対象
にした学問です。そのため、私たちの生活に密接にかかわる内容を様々に含んでいます。社
会心理学の知見は日常生活での経験にはじまり、日々報じられる様々な事件や社会問題を考
えたり、意味づけたりする助けになります。 
【授業概要】 
 本科目では、人間の行なう多面的な社会行動を、個人の行動レベル、対人相互作用におけ
る行動レベル、小集団での行動レベルなどの側面から考察し、人間の社会行動の一般法則を
明らかにしようとするものである。具体的には、社会的認知、社会的感情、態度と行動、対
人コミュニケーション、対人魅力、親密な人間関係、集団の心理学などを取り扱う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①個人の態度や行動決定に関する基本的知識が説明できる。 
②対人関係や集団における人の意識および行動について基本的知識を説明できる。 
③家族、集団および文化が個人に及ぼす影響に関する基本的知識を説明できる。 
④”①②③"の知識をもとに問題を発見し、具体的な解決策を提示することができる。 

19.教科書・教材 
脇本⻯太郎（編） 2014. 「基礎からまなぶ社会心理学 (ライブラリ基礎からまなぶ心理
学 4)」 サイエンス社. (本体￥2300＋税) 

20.参考文献 
①山岸俊男 「社会心理学キーワード (有斐閣双書―KEYWORD SERIES)」  有斐閣. 
②土肥伊都子（編） 「自ら挑戦する社会心理学」 保育出版社. 
③松田幸弘（編） 「人間関係の社会心理学」 晃洋書房. 

21.成績評価 

・授業毎ミニレポート：30% 
（各回の理解度を測るため、専門用語等の解説を求める：学習目標①②③④を問う） 
・中間テスト：30% 
（前半の知識の定着度を測る：学習目標①④を問う） 
・期末テスト：40% 
（後半の知識の定着度を測る：学習目標②③④を問う） 

22.コメント 
※人数の把握をしたいので、履修希望学生は初回までに履修登録を必ず済ましておいてくだ
さい。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 【第１回】ガイダンス・社会心理学とは何か 講義内容を復習する。 



 授業内容・学習目標・授業の進め方などを説明す
る。 
 社会心理学とはどのような学問かを理解する。 

第 2 回 

【第 2 回】社会的認知:様々なものごとに対する推論
と判断① 
  社会的認知に関する基本的な考え方、用語を学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 3 回 
【第 3 回】社会的認知:様々なものごとに対する推論
と判断② 
  社会的認知に関する基本的な考え方を学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 4 回 
【第 4 回】社会的感情：感情の機能と役割 
 感情・気分の役割について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 5 回 【第 5 回】態度と説得 
 態度がどのように形成され、変化するのかを学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 6 回 
【第 6 回】社会的自己 
 ”自分”に関する知識、イメージがどのようにつくら
れるのか学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 7 回 
【第 7 回目】公正さに関する心理 
 公正・不公正なものごとに対する心理について学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 8 回 【第 8 回】ふりかえり①・中間試験 
 前半のまとめ、および中間試験を行う。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 9 回 
【第 9 回】対人行動 
 援助行動と攻撃行動の生起メカニズムについて学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 10 回 
【第 10 回】対人関係 
 友人関係から親密な関係への移行の心理、関係性の
中で生じる心理について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 11 回 
【第 11 回】受容と排斥 
 他者からのサポートと、排斥が及ぼす影響について
学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 12 回 
【第 12 回】集団の中の個人 
 集団に所属することが我々にどのような心理的影響
を与えているか学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 13 回 
【第 13 回】集団間関係の心理学① 
 集団間葛藤を中心に関係悪化の過程について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 14 回 
【第 14 回】集団間関係の心理学② 
 集団間葛藤を中心に関係悪化の解決法について学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 15 回 
【第 15 回】ふりかえり②・期末試験  
 全体のまとめ、および期末試験を行う。 予習：試験にむけて総復習をおこなう。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY108-
A51 

2.科目名 教育心理学 (1/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻必修基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 1 年 

10.取得資格の要件 

保育士資格：選択必修 
幼稚園教諭免許状、小学校
教諭免許状：教職に関する
科目必修 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
この科目は、教育における心理学的な法則や事実を理解し、効果的な教育を展開するために
必要な教育心理学の基本的な知識を得ることを目的とします。具体的には、①学習活動、②
被教育者の特徴、③教育効果の評価と測定です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（３）多様性理解（４）問題発見・解
決力（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①様々な学習活動について理解し、説明できるようになる。 
②被学習者の特徴について理解し、個々にあった教育を提案できるようになる。 
③学修における評価の意味を理解し、評価の方法を考えることができるようになる。 

19.教科書・教材 「ガイドライン学校教育心理学」ナカニシヤ出版 
20.参考文献 授業中に指示する 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
小テスト：30 点 〔学習目標①、②に対応〕 
小課題：10 点 〔学習目標①、②に対応〕 
課題（教育心理学のテスト作成）：20 点 〔学習目標③に対応〕 
総括テスト：40 点 〔学習目標①、②、③に対応〕 

22.コメント 講義形式が中心ですが、受け身にならないように積極的に参加してください。 
23.オフィスアワー 水曜日 2 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
教育心理学とは何か―近接する学問領域 t の関連 
教科書ｐ2-ｐ4 参照 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p30 を読み、疑問点などを
書く。 

2 回目 学習について：条件づけ 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p31 を読み、疑問点などを
書く。 

3 回目 学習について：条件づけ、試行錯誤、観察学習、洞察
など 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p32 を読み、疑問点などを
書く。 

4 回目 動機付け―内発的動機、外発的動機 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p42、p46 を読み、疑問点な
どを書く。 

5 回目 学習指導法―教室で見られる授業形態の多様性を理解
する。 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p43-44、ｐ47 を読み、疑問
点などを書く。 



6 回目 
発見学習 、有意味受容学習、アクティブラーニング
について 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p5-7、ｐ14-23 を読み、疑
問点などを書く。 

7 回目 被教育者の特性―発達的な違い 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p66-69 を読み、疑問点など
を書く。 

8 回目 被教育者の特性―パーソナリティーの違い 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p36-37 を読み、疑問点など
を書く。 

9 回目 知能検査と知能指数 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p60-64 を読み、疑問点など
を書く。 

10 回目 人間関係と学級集団 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p93-94 を読み、疑問点など
を書く。 

11 回目 不適応について 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p50-54 を読み、疑問点など
を書く。 

12 回目 評価―種類と方法 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p65 を読み、疑問点などを
書く。 

13 回目 評価のゆがみ、評価する際の留意事項 

【復習】教育心理学のテストを作成するのた
めの準備 
【予習】教科書 p52-53 を読み、疑問点など
を書く。 

14 回目 
教育心理学のテストを作る。 
１回目から１３回目までの授業内容を踏まえ、教育心
理学のテストを作る。 

【復習】総括テストのための学習 

15 回目 教育に必要な統計の基礎知識 【復習】総括テストのための学習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY108-
A52 

2.科目名 教育心理学 (2/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻必修基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 1 年 

10.取得資格の要件 

保育士資格：選択必修 
幼稚園教諭免許状、小学校
教諭免許状：教職に関する
科目必修 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
この科目は、教育における心理学的な法則や事実を理解し、効果的な教育を展開するために
必要な教育心理学の基本的な知識を得ることを目的とします。具体的には、①学習活動、②
被教育者の特徴、③教育効果の評価と測定です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（３）多様性理解（４）問題発見・解
決力（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①様々な学習活動について理解し、説明できるようになる。 
②被学習者の特徴について理解し、個々にあった教育を提案できるようになる。 
③学修における評価の意味を理解し、評価の方法を考えることができるようになる。 

19.教科書・教材 「ガイドライン学校教育心理学」ナカニシヤ出版 
20.参考文献 授業中に指示する 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
小テスト：30 点 〔学習目標①、②に対応〕 
小課題：10 点 〔学習目標①、②に対応〕 
課題（教育心理学のテスト作成）：20 点 〔学習目標③に対応〕 
総括テスト：40 点 〔学習目標①、②、③に対応〕 

22.コメント 講義形式が中心ですが、受け身にならないように積極的に参加してください。 
23.オフィスアワー 水曜日 2 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
教育心理学とは何か―近接する学問領域 t の関連 
教科書ｐ2-ｐ4 参照 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p30 を読み、疑問点などを
書く。 

2 回目 学習について：条件づけ 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p31 を読み、疑問点などを
書く。 

3 回目 学習について：条件づけ、試行錯誤、観察学習、洞察
など 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p32 を読み、疑問点などを
書く。 

4 回目 動機付け―内発的動機、外発的動機 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p42、p46 を読み、疑問点な
どを書く。 

5 回目 学習指導法―教室で見られる授業形態の多様性を理解
する。 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p43-44、ｐ47 を読み、疑問
点などを書く。 



6 回目 
発見学習 、有意味受容学習、アクティブラーニング
について 

【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p5-7、ｐ14-23 を読み、疑
問点などを書く。 

7 回目 被教育者の特性―発達的な違い 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p66-69 を読み、疑問点など
を書く。 

8 回目 被教育者の特性―パーソナリティーの違い 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p36-37 を読み、疑問点など
を書く。 

9 回目 知能検査と知能指数 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p60-64 を読み、疑問点など
を書く。 

10 回目 人間関係と学級集団 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p93-94 を読み、疑問点など
を書く。 

11 回目 不適応について 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p50-54 を読み、疑問点など
を書く。 

12 回目 評価―種類と方法 
【復習】小テストのための準備 
【予習】教科書 p65 を読み、疑問点などを
書く。 

13 回目 評価のゆがみ、評価する際の留意事項 

【復習】教育心理学のテストを作成するのた
めの準備 
【予習】教科書 p52-53 を読み、疑問点など
を書く。 

14 回目 
教育心理学のテストを作る。 
１回目から１３回目までの授業内容を踏まえ、教育心
理学のテストを作る。 

【復習】総括テストのための学習 

15 回目 教育に必要な統計の基礎知識 【復習】総括テストのための学習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY111-
Y51 

2.科目名 心理学概論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 板山昂、中山誠 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科、人間心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

心理学に相当する英語は psychology であり、「心（こころ）」についての学問という意味で
ある。本講義は、心理学の概要について理解することを目的とするものである。そして、今
後の心理学関連のさまざまな講義の理解・学習に必要な基礎知識を身につけるとともに、心
理学の科目体系を理解することを目的とするものである。 
 具体的には、1)心理学の歴史、2)実験心理学を起点とするさまざまな研究法、3)これらの
アプローチ 
による心理学的人間理解の概要、などについて学ぶ。そして、心理学の領域としては、「知
覚」、｢パーソナリティ｣、「発達」、「教育」、「社会」、「臨床」、｢学習｣、｢認知｣、｢情動｣、｢動
機づけ｣、｢生理｣、｢ストレス｣、｢犯罪｣を取り上げ、心理学の基礎について学ぶ。  
【⽕曜 3 限】中山 
【金曜 2 限】板山 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解、（4）問題発見・解決
力、（5）コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
本科目の学習目標は以下のとおりである。 
 ①心理学がどのような学問かを説明することができる。 
 ②人間の行動を客観的・実証的に捉えるための研究法について説明できる。 
 ③心理学の専門用語を理解し、説明することができる。 
 ④心理学を体系的に理解し、全体像を説明することができる。 
 ⑤心理学が現実社会でどのように役立つかを説明 

19.教科書・教材 特になし 
毎回資料を配付する 

20.参考文献 講義中に紹介する 

21.成績評価 

成績評価は以下のとおりであり、上記の学習目標との関連を示しておく。 
【⽕曜 3 限】「心理学が社会にどのように役立っているのか」に関する 
       グループ討議への参加度 10％ （①⑤に対応）  
       レポート 10% （①⑤に対応） 
       前半の総括試験 30％ （①②③④に対応） 
【金曜 2 限】毎回のミニレポート 20％ （②③④⑤に対応） 
       後半の総括試験 30% （①②③④に対応） 
 計 100%で評価する。  
 

22.コメント 【第１回】のガイダンスには、シラバスをプリントアウト・持参し、授業に臨むこと。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【⽕曜 3
限】 

第１回 ガイダンス 講義概要、学習目標、成績評価
の方法などについてシラバスを参照しながら理解す

 



る。また、授業外学修課題とその評価基準について、
説明を受ける。    
   
     心理学とは−心理学とはどのような学問
か、その研究領域の広さ、さまざまな研究方法などに
ついて学ぶ。   
     
第 2 回 ?実験心理学の基礎を学ぶ 

【⽕曜 3
限】 

第 3 回 ?学習心理学 古典的条件づけから、オペラ
ント条件づけまでを学ぶ。    
    
第 4 回 ?学習心理学 新行動主義の要素主義からゲ
シュタルト心理学へ 

 

【⽕曜 3
限】 

第 5 回 ?認知心理学（1） ナイサーの生態学的妥当
性に基づく認知心理学。    
    
第 6 回 ?認知心理学(2) 短期記憶について解説し、
ワーキングメモリの簡単な実験を行う。 

 

【⽕曜 3
限】 

第 7 回 認知心理学(3) ⻑期記憶の種類（エピソード
記憶、知識、手続き記憶）について学ぶ  
     
第 8 回 スポーツと生理心理学 

 

【⽕曜 3
限】 

第 9 回 ?情動ー情動の末梢起源節、中枢起源説、二
要因説から現代の諸説について解説する  
      
第 10 回 ?ストレスについて学ぶ 

 

【⽕曜 3
限】 

第 11 回 ?臨床心理学,産業心理学について学ぶ。（専
攻教員）  
      
第 12 回 ?犯罪心理学、災害心理学について学ぶ。
（専攻教員） 

 

【⽕曜 3
限】 

第 13 回 「心理学は世の中にどのように役立ってい
るのか」についてグループ討議。  
     
第 14 回 ?「心理学は世の中にどのように役立ってい
るのか」グループ代表の発表   
    
第 15 回 中間試験 第 1 回から 第 14 回までの理
解度を確認する。 

 

【金曜 2
限】 

第 16 回 ?後半のガイダンス  あらためて心とは何
か、心理学とは何か 

 

【金曜 2
限】 

第 17 回 知覚  錯視・錯覚「実在するものはあるが
ままに知覚されるのか」   
     
第 18 回 パーソナリティ(1) パーソナリティの類型
論、特性論などについて学習する。 

 

【金曜 2
限】 

第 19 回  パーソナリティ(2)ーパーソナリティの捉
え方について、さまざまな検査法を理解する。 

 



  
     
第 20 回 発達・教育(1) 発達とは何か、発達段階と
発達課題、発達の諸相について学習する。 

【金曜 2
限】 

第 21 回 発達・教育(2) 社会性、自己の発達などに
ついて学ぶ  
      
第 22 回 産業(1) 企業・組織活動でのモチベーショ
ンについて学ぶ（産業心理学専攻教員） 

 

【金曜 2
限】 

第 23 回 産業(2) 職務ストレスとマネジメントにつ
いて学ぶ  
      
第 24 回 社会(1) 人の印象はどのようにつくられる
のか、印象形成について 

 

【金曜 2
限】 

第 25 回 社会(2) 恋愛関係における心理学について
学ぶ   
     
第 26 回 社会(3) 対人コミュニケーションについて
学ぶ 

 

【金曜 2
限】 

第 27 回 社会(4) 集団/集合の心理学について学ぶ 
   
     
第 28 回 臨床 対人関係の問題から生じる心的スト
レスについて、理解する 

 

【金曜 2
限】 

第 29 回  災害・パニックの心理学について学ぶ 
     
第 30 回  期末テストー第 16 回から第 29 回までの理
解度を確認する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY111-
m51 

2.科目名 心理学概論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠、板山昂 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科、人間心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

心理学に相当する英語は psychology であり、「心（こころ）」についての学問という意味で
ある。本講義は、心理学の概要について理解することを目的とするものである。そして、今
後の心理学関連のさまざまな講義の理解・学習に必要な基礎知識を身につけるとともに、心
理学の科目体系を理解することを目的とするものである。 
 具体的には、1)心理学の歴史、2)実験心理学を起点とするさまざまな研究法、3)これらの
アプローチ 
による心理学的人間理解の概要、などについて学ぶ。そして、心理学の領域としては、「知
覚」、｢パーソナリティ｣、「発達」、「教育」、「社会」、「臨床」、｢学習｣、｢認知｣、｢情動｣、｢動
機づけ｣、｢生理｣、｢ストレス｣、｢犯罪｣を取り上げ、心理学の基礎について学ぶ。  
【⽕曜 3 限】中山 
【金曜 2 限】板山 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解、（4）問題発見・解決
力、（5）コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
本科目の学習目標は以下のとおりである。 
 ①心理学がどのような学問かを説明することができる。 
 ②人間の行動を客観的・実証的に捉えるための研究法について説明できる。 
 ③心理学の専門用語を理解し、説明することができる。 
 ④心理学を体系的に理解し、全体像を説明することができる。 
 ⑤心理学が現実社会でどのように役立つかを説明 

19.教科書・教材 特になし 
毎回資料を配付する 

20.参考文献 講義中に紹介する 

21.成績評価 

成績評価は以下のとおりであり、上記の学習目標との関連を示しておく。 
【⽕曜 3 限】「心理学が社会にどのように役立っているのか」に関する 
       グループ討議への参加度 10％ （①⑤に対応）  
       レポート 10% （①⑤に対応） 
       前半の総括試験 30％ （①②③④に対応） 
【金曜 2 限】毎回のミニレポート 20％ （②③④⑤に対応） 
       後半の総括試験 30% （①②③④に対応） 
 計 100%で評価する。  
 

22.コメント 【第１回】のガイダンスには、シラバスをプリントアウト・持参し、授業に臨むこと。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【⽕曜 3
限】 

第１回 ガイダンス 講義概要、学習目標、成績評価
の方法などについてシラバスを参照しながら理解す

 



る。また、授業外学修課題とその評価基準について、
説明を受ける。    
   
     心理学とは−心理学とはどのような学問
か、その研究領域の広さ、さまざまな研究方法などに
ついて学ぶ。   
     
第 2 回 ?実験心理学の基礎を学ぶ 

【⽕曜 3
限】 

第 3 回 ?学習心理学 古典的条件づけから、オペラ
ント条件づけまでを学ぶ。    
    
第 4 回 ?学習心理学 新行動主義の要素主義からゲ
シュタルト心理学へ 

 

【⽕曜 3
限】 

第 5 回 ?認知心理学（1） ナイサーの生態学的妥当
性に基づく認知心理学。    
    
第 6 回 ?認知心理学(2) 短期記憶について解説し、
ワーキングメモリの簡単な実験を行う。 

 

【⽕曜 3
限】 

第 7 回 認知心理学(3) ⻑期記憶の種類（エピソード
記憶、知識、手続き記憶）について学ぶ  
     
第 8 回 スポーツと生理心理学 

 

【⽕曜 3
限】 

第 9 回 ?情動ー情動の末梢起源節、中枢起源説、二
要因説から現代の諸説について解説する  
      
第 10 回 ?ストレスについて学ぶ 

 

【⽕曜 3
限】 

第 11 回 ?臨床心理学,産業心理学について学ぶ。（専
攻教員）  
      
第 12 回 ?犯罪心理学、災害心理学について学ぶ。
（専攻教員） 

 

【⽕曜 3
限】 

第 13 回 「心理学は世の中にどのように役立ってい
るのか」についてグループ討議。  
     
第 14 回 ?「心理学は世の中にどのように役立ってい
るのか」グループ代表の発表   
    
第 15 回 中間試験 第 1 回から 第 14 回までの理
解度を確認する。 

 

【金曜 2
限】 

第 16 回 ?後半のガイダンス  あらためて心とは何
か、心理学とは何か 

 

【金曜 2
限】 

第 17 回 知覚  錯視・錯覚「実在するものはあるが
ままに知覚されるのか」   
     
第 18 回 パーソナリティ(1) パーソナリティの類型
論、特性論などについて学習する。 

 

【金曜 2
限】 

第 19 回  パーソナリティ(2)ーパーソナリティの捉
え方について、さまざまな検査法を理解する。 

 



  
     
第 20 回 発達・教育(1) 発達とは何か、発達段階と
発達課題、発達の諸相について学習する。 

【金曜 2
限】 

第 21 回 発達・教育(2) 社会性、自己の発達などに
ついて学ぶ  
      
第 22 回 産業(1) 企業・組織活動でのモチベーショ
ンについて学ぶ（産業心理学専攻教員） 

 

【金曜 2
限】 

第 23 回 産業(2) 職務ストレスとマネジメントにつ
いて学ぶ  
      
第 24 回 社会(1) 人の印象はどのようにつくられる
のか、印象形成について 

 

【金曜 2
限】 

第 25 回 社会(2) 恋愛関係における心理学について
学ぶ   
     
第 26 回 社会(3) 対人コミュニケーションについて
学ぶ 

 

【金曜 2
限】 

第 27 回 社会(4) 集団/集合の心理学について学ぶ 
   
     
第 28 回 臨床 対人関係の問題から生じる心的スト
レスについて、理解する 

 

【金曜 2
限】 

第 29 回  災害・パニックの心理学について学ぶ 
     
第 30 回  期末テストー第 16 回から第 29 回までの理
解度を確認する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY201-
A51 

2.科目名 精神保健学 ※こども学 3 年〜福祉学２年〜 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①近年、人々の生活はだんだんとストレスフルになり、精神保健はますます現代人にとって
身近な問題となっている。その状況を踏まえ、精神保健の歴史と成り立ちからその意義につ
いて学ぶ。 
②精神保健を自分自身の問題ととらえ直したうえで、まずは、精神医学的な知識をしっかり
と学び、身近なものとする。 
③精神医学、心理学、社会福祉学等、関連領域の理論が統合された学習をすることで、人間
の精神病理の成り立ちと対応につて理解する。 
④精神保健の法・制度などのシステムについて学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの 1）自立性、3）多様性理解、6）専門的知識・技
能の活用力のが k 週に関連する 
①精神疾患についての知識を深める 
②誰もが精神的な病理を経験する可能性があることを理解し、心の病に苦しむ人の立場に立
ち、問題解決のために、共に寄り添い、歩むための共感性及び精神を持てるようになる。 
③精神疾患に関する予防から治療に至るまでのシステムを理解し、情報を使いこなせるよう
になる。 

19.教科書・教材 指定しない。     必要に応じて資料配布する。 
 

20.参考文献 適時、紹介する 

21.成績評価 

①講義終了時の小レポート (１％×１５回）    １５％・・・学習目標②に対応 
②アサインメントのレポート（５％×５回）      ２５％・・・学習目標①③に対応 
③疾病別パンフレットの作成(グループ別）    ２０％・・・学習目標①③に対応  
④振り返り・総括試験             ４０％・・・振り返り・総括 

22.コメント 

精神障害は、3 障害の中で最も⻑く厳しい差別の対象として残存し、サポートの内容は貧弱
なままに放置されてきたといってよい。今こそ、精神障害について正しい理解を身に付け、
誰もがなりうる疾患という認識の下、精神保健が社会システムの中で果たすべき役割につい
て、しっかりと考え、学んでほしいと思う。 
そして精神を病んで生きると言うことがどれほど過酷なことなのかを十分に理解し、寄り添
えるような専門性を身に付け、精神障害者の真のサポーターとして育ってほしい。 

23.オフィスアワー 木曜日 昼休み（センタープログラム 
木曜日 ４限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

＊あなたの、精神病に対する”本音”を見てみる 
＊精神保健を学ぶにあたって 
  我が国で「心の病気」が広まりつつあるといわれて
いるが、その状況は   どのようになっているの
か、具体的なデーターを使ってみてみる。 
 

?レポート① 
「精神障害」という言葉に対するイメージと
理解について 
   ★次までに Web で提出 



第 2 回 

＊精神医療の歴史について学ぶ 
・⻄洋と日本の精神医学の歴史、精神障害者に対する
人権意識の変遷について学ぶ。 
・この過程はとりもなおさず、精神障害者に対する差
別の変遷について理解することにつながる、この学び
の過程で自分の中の差別意識をしっかりと確認する。 
★レポート① 提出締め切り 

〇授業で出てきた、私的看護、人権侵害な
ど、明確に理解しておくべきと感じた用語に
ついて調べる。 

第 3 回 
＊脳及び神経の発達について 
   ・脳の発達と、脳各部位の機能について知る 
   ・特に脳の器質性の疾患について理解する。 

?調査（フィールドワーク） 
グループに分れて、メンバーの居住区の区役
所を訪問し、精神障害者に対する福祉制度に
ついて調査する。 

第 4 回 

＊精神医学の概念について 
       精神医学は人間の精神現象とその障害を扱う
学問である。 
       その学問の方法としては自然科学的な検査等
と、人文科学的、心  
  理療法等の側面を持つ。 
  この二つの流れを統合することで精神医学の世界
をを理解する。 
＊診断法について 
        精神障害に関する診断は、医学、社会学、心
理学等、あらゆる情   
  報から総合的に判断する。 
        これらさまざまな診断のためのツールや理論
について学ぶ。 
 

?レポート② 
先週の調査の結果を、各自レポートにまとめ
る 
     ★次週 Web で提出 
?プレゼンテーション準備 
各グループで、先週の調査の結果をまとめ発
表できるように準備しておく 
PP の作成 
     ★次週発表 

第 5 回 

＊プレゼンテーション 
    地域での精神保健サービスについての調査結
果を発表する 
                        
（各グループ） 
＊代表的な精神疾患―Ⅰ 
         代表的な精神疾患の状態像について、３回
に分けて学ぶ。 
    １回目は、統合失調症、双極性障害、依存な
どについて。 
 

?生活史のとり方についてグループごとに練
習をしておく。 
そのうえで、どのような点が難しかったの
か、どのような工夫がいると感じたのかな
ど、発表できるよう準備しておく 
 

第 6 回 

＊プレゼンテーション 
   問診の難しさについて感じたことについて発表
する（２名） 
＊代表的な精神疾患―Ⅱ 
           神経症、ストレス、摂食障害、人格障
害、精神遅滞など 
   について学ぶ 

?調査（フィールドワーク） 
グループに分かれて、メンバーの居住区にあ
る保健所に出向いて、アルコール依存症に対
する取組みについて聞き取り調査をする。 
 

第７回 

                                    
＊代表的な精神疾患 Ⅲ 
    情緒障害、自閉症スペクトラム障害、ＡＤＨ
Ｄ、行為障害、   

?レポート③ 
先週の聞き取り調査の結果を、各自レポート
にまとめる。                      
    ★次週 Web で提出 



    PTSD など、比較的新しい概念について学
ぶ。 
 

?発表準備 
次週グループごとに調査結果を発表できるよ
う、準備をしておく。 
    ★次週発表 
 

第８回 

＊プレゼンテーション 
           アルコール依存患者への取り組みについ
て、調査結果を発表す   
           る。（全グループ） 
＊治療法―Ⅰ 
       薬物療法を中心とした、身体的治療法を学
ぶ。 
       色々なヘルスケア水準での精神療法について
学ぶ。 
★レポート③ 提出締め切り 

?地域における精神衛生活動について調べて
おく 

第９回 
＊治療法―Ⅱ 
        精神科リハビリテーションの内容と、地域サ
ポートの在り方について学ぶ 

?精神病院見学に際して知りたいこと、質問
したいことを整理して、準議しておく。 
 

第１０回 

＊精神病院見学実習 
  実際に病院を訪れ、病院における精神科治療の状
況《デイケア、ナイトケアなどの福祉的援助や救急対
応の状況なども含めて)を実際に体験し、学修する機
会とする。 

?フィールドワーク 
グループごとに、居住地内にある障害者地域
生活支援センターや就労支援センターなどに
出向き、その業務内容について調査する。 
           
?発表準備 
見学実習の感想を発表できるよう準備してお
く 
      ★次週発表 
 

第１１回 

＊プレゼンテーション  
        病院見学実習の学びについて発表 (３人） 
＊病院精神医療 
       病院精神医療は、地域精神医療への大きな転
換を迫られている。 
       しかし、病院精神医療の必要性を否めない状
況が一方にある。 
      今後の病院精神医療の在り方について考える。 
＊精神科救急医療について 
    精神科救急医療の需要は年々高まるばかりで
あるが、その背 
    景を知り、精神科救急医療の在り方について
学ぶ。 
 

?レポート④ 
各自、先週の調査結果をレポートにまとめ
る。 
     ★次週 Web で提出 
?発表準備 
地域での精神障害者支援について調査した結
果を、グループごとにまとめ、発表準備をし
ておく。 
     ★次週発表 

第１２回 

＊プレゼンテーション 
       地域での障害者支援について調査した結果を
発表する（全グループ） 
＊地域精神保健について 
    精神障害者医療・福祉は地域精神科医療・福
祉へと、その流 

◯なぜ、日本では精神科救急医療が未熟なま
まであったのか、その背景について、自分な
りに考察してみる。 
 



    れを大きく変えてきている。この流れを支え
る福祉システ 
    ム、医療制度について学ぶ。 
★レポート④  提出締め切り 
 

第１３回 

＊心の病気についてのパンフレットづくり Ⅰ 
・１グループ１疾患について、一般の人が読んで、そ
の疾患について理解できるようなパンフレットを作る 
・発表用の PP を作成する 
     
◆PC を持参すること 

?グループごとに、パンフ  
 レットと PP を完成させる 
            （ 

第１４回 

＊心の病気についてのパンフレットづくり Ⅱ 
・出来上がったパンフレットについてグループごとに
発表 
・それぞれに、受けたコメントを反映させてパンフレ
ットの加筆修正       を行う 
◆PC 持参 
 

?パンフレットを完成させる 
       ★次週提出 
?レポート⑤ 
「精神保健について学んで、感じた事」をテ
ーマにレポート作成。 
       ★次週提出 

第１５回 

＊学びの振り返り 
＊総括試験 
★レポート⑤  提出 
★パンフレット、PP 提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY206-
m51 

2.科目名 健康心理学 （17 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 

【基幹科目】臨床心理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
公認心理師受験資格に必要  
認定心理士指定科目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその
影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役
立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象
者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 1.自律的で意欲的な態度、2.社会に能
動的に貢献する姿勢、６.専門知識・技能の活用力に関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
① 健康心理学とはどういう学問であるかわかっている 
② ストレスとその影響について説明できる 
③ ストレス対処法についての基本が身についている 
④ 予防と健康増進の意義について説明できる 
⑤ 健康増進に役立つ臨床心理の視点を持っている 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
毎回のコミュニケーションシート ４×１3   52％ 
中間振り返り                                        ２4％ 
総括テスト                                          ２4％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：金曜日・２限 山手 
センターオフィスアワー：⽕曜日・昼休み 三木ライブラリー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス 健康心理学とは コミュニケーションシートの提出 
第 2 回 ストレスの生理と影響 コミュニケーションシートの提出 
第 3 回 ストレスのアセスメント コミュニケーションシートの提出 
第 4 回 ストレスのコーピング ワークあり コミュニケーションシートの提出 
第 5 回 ストレスの極、トラウマ 災害 コミュニケーションシートの提出 
第 6 回 適応障害 コミュニケーションシートの提出 
第 7 回 中間ふりかえり コミュニケーションシートの提出 
第 8 回 予防と健康増進 コミュニケーションシートの提出 
第 9 回 食に関連した問題と睡眠に関連した問題 コミュニケーションシートの提出 
第 10 回 健康リスクとパーソナリティ研究 コミュニケーションシートの提出 
第 11 回 子どもの発達 コミュニケーションシートの提出 
第 12 回 ターミナルケア 夢分析からみた死 コミュニケーションシートの提出 



第 13 回 子どもの逆境体験とその影響 コミュニケーションシートの提出 
第 14 回 コミュニティ心理学とアウトリーチ コミュニケーションシートの提出 
第 15 回 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY207-
Y51 

2.科目名 人格心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士，公認心理師 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】人間の性格，人格，感情に関する基礎理論を学ぶことを目的とする。 
【概要】われわれ人間はひとりひとり違う存在であり、それぞれ個別のユニークな性質（＝
個性）を持っている。「人格／性格／パーソナリティ」は、「個性」を意味するだけでなく、
対人関係のあり方やその人をとりまく文化、社会的環境や、無意識の力動性などと関わりな
がら成立している。さらに，人間の一つ一つの行動には感情が大きく影響している。感情は
どのようにして生じ，制御するためにはどうすればよいのか理解することも人間理解には必
要となる。本講義では、人格／性格／パーソナリティとは何かを考えるために、まずその成
り立ちや理論的背景を学ぶ。さらに，感情の生起に関する理論や制御の方法について学ぶこ
とを通して自己理解および他者理解を深めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち多様性理解，専門的知識技能の活用力が学
修に関連しています。 
①人格をめぐる諸理論を学ぶとともに、このことを通して自己理解、他者理解を深める 
②感情に関する諸理論を学び，感情が行動に及ぼす影響について理解する。 
③学んだ知識を整理するとともに、それらを他者にも理解しやすい表現で伝えることができ
る 

19.教科書・教材 適宜 WEBCLASS にアップする 

20.参考文献 

馬場禮子著『精神分析的人格理論の基礎』岩崎学術出版社 
河合隼雄 【著】 『ユング心理学入門』，培風館／岩波現代文庫 
島義弘著『パーソナリティと感情の心理学』サイエンス社 
小塩真司著『はじめて学ぶパーソナリティ心理学−個性をめぐる冒険』ミネルヴァ書房 

21.成績評価 

毎回の授業の感想文 ３０点（目標①②③に該当） 
中間テスト ２０点（目標①③に該当） 
感情と行動の関係性に関するレポート １０点（目標①②に該当） 
総括テスト ４０点（目標①②③に該当） 

22.コメント 

【注意】 
初回授業時に授業概要と受講の注意点を説明します。各自シラバスをかならず持参してくだ
さい。 
※下記スケジュールは、シラバス公開後に変更になることがあります。必要に応じて授業中
にアナウンスを行いますので、注意してください。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 曜 限 
センターオフィスアワー： 曜 限 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション ・感想レポートの提出 

【第 2 回】 
人格の概念及び形成 
・人格，性格，気質等について 
・遺伝要因，環境要因について 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 



【第 3 回】 
特性論（オールポートとアイゼンク）と類型論（クレ
ッチマー） 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 4 回】 類型論（ユングのタイプ論） 
・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 5 回】 
性格特性を測定する 
・性格の５因子論（NEO-PI-R） 
・YG 性格検査 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 6 回】 

心の構造（フロイト） 
１）構造論と局所論 
２）心的装置 
 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 7 回】 
発達過程と人格形成 
・フロイトの発達理論 
・エリクソンのライフサイクル理論 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 8 回】 
マーラーの分離個体化理論 
ピアジェの発達理論 
スターンの情動調律 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 9 回】 ＜中間テスト＞ 
パーソナリティ障害の種類と概要 

・授業内容を整理し，ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 10 回】 パーソナリティ障害の理解と対応 
・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 11 回】 
感情の概念と理論 
・感情，情緒，気分について 
・感情にまつわる古典的理論 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 12 回】 
感情をコントロールすることの重要性 
・感情が行動に与える影響について 
・アンガーマネジメント 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 13 回】 自律訓練法の理論と実践 
・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 14 回】 
マインドフルネスストレス逓減法 
・理論と実際の活用例 
・実際の体験 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 
・感情と行動の関係性に関するレポートの提
出 

【第 15 回】 ＜総括テスト＞ 
・理解できていなかった点について、授業ノ
ートを使って復習し、次年度以降の学びに備
える。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY209-
Y51 

2.科目名 心理学実験 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠、富田瑛智、堀尾強 

5.授業科目の区分 基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年次以上 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、心理学の基礎的な実験、調査、検査について学ぶ。 
具体的には、以下の課題を行う 
 ミュラーリヤーの錯視 
 鏡映描写 
 系列位置効果（語の記銘）課題 
 心的回転（反応時間）課題 
 一対比較法 
 尺度構成法 
について、研究の目的を明確にし、調査項目を手続きに落とし込んだ企画をたて、実験の実
施から、データの集計、統計処理、得られた結果の解釈をまとめて報告書に作成するまでの
プロセスを学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

与えられた課題に対し適切な科学的データ収集を設計・実施できることを目指す。 
具体的には以下のことを達成する。 
①目的にそった実験手続きの企画立案ができる。 
②実験結果の集計と、SPSS を駆使した分析ができる。 
③問題発見から、問題解決までの過程を論理的に明確な報告書にすることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

実習ごとにレポートを課す。 
基本的に提出は各検査・実験完全終了の翌週とするので、決められた期限までに提出するこ
と。 
大・小課題では学習目標①②③を問う。 
・大課題（レポート）：80％ 
・小課題（随時）：20％ 

22.コメント 
履修希望の学生は必ず最初の授業に出席して下さい。 
一度でも欠席すると各実験・課題遂行が極めて困難となるため、必ず授業へ出席して下さ
い。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
1-1 ガイダンス（全員対象） 
        
1-2  授業の進め方などの説明 

 

 
2-1  課題 1 の説明 
2-2 課題 1 の実施 
 

レポート作成（180 分） 

  レポート作成（180 分） 



3-1 課題 1 の集計とデータ処理 
3−2 課題 1 の考察とレポート作成 

 
4-1  課題 2 の説明 
4-2 課題 2 の実施 
 

レポート作成（180 分） 

 
5-1 課題 2 の集計とデータ処理 
5-2 課題 2 の考察とレポート作成課題 
 

レポート作成（180 分） 

 

 
6-1   課題 3 の説明 
6-2 課題 3 の実施 
 

レポート作成（180 分） 

 
7-1 課題 3 の集計とデータ処理 
7-2 課題 3 の考察とレポート作成 
 

レポート作成（180 分） 

 

 
8-1  これまでのふりかえり 
8-2 後半の説明 
 

レポート作成（180 分） 

 
9-1  課題 4 の説明 
2-2 課題 4 の実施 
 

レポート作成（180 分） 

 

 
10-1   課題 4 の集計とデータ処理 
10-2 課題 4 の考察とレポート作成課題 
 

レポート作成（180 分） 

 

 
11-1  課題 5 の説明 
11-2 課題 5 の実施 
 

レポート作成（180 分） 

 
12-1  課題 5 の集計とデータ処理 
12-2 課題 5 の考察とレポート作成 
 

レポート作成（180 分） 

 
13-1  課題 6 の説明 
13-2 課題 6 の実施 
 

レポート作成（180 分） 

 
14-1  課題 6 の集計とデータ処理 
14-2 課題 6 の考察とレポート作成 
 

レポート作成（180 分） 

 
15-1  全体のまとめ 
15-2 総ふり返り 
 

レポート作成（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY210-
Y51 

2.科目名 感情・人格心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士，公認心理師 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】人間の性格，人格，感情に関する基礎理論を学ぶことを目的とする。 
【概要】われわれ人間はひとりひとり違う存在であり、それぞれ個別のユニークな性質（＝
個性）を持っている。「人格／性格／パーソナリティ」は、「個性」を意味するだけでなく、
対人関係のあり方やその人をとりまく文化、社会的環境や、無意識の力動性などと関わりな
がら成立している。さらに，人間の一つ一つの行動には感情が大きく影響している。感情は
どのようにして生じ，制御するためにはどうすればよいのか理解することも人間理解には必
要となる。本講義では、人格／性格／パーソナリティとは何かを考えるために、まずその成
り立ちや理論的背景を学ぶ。さらに，感情の生起に関する理論や制御の方法について学ぶこ
とを通して自己理解および他者理解を深めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち多様性理解，専門的知識技能の活用力が学
修に関連しています。 
①人格をめぐる諸理論を学ぶとともに、このことを通して自己理解、他者理解を深める 
②感情に関する諸理論を学び，感情が行動に及ぼす影響について理解する。 
③学んだ知識を整理するとともに、それらを他者にも理解しやすい表現で伝えることができ
る 

19.教科書・教材 適宜 WEBCLASS にアップする 

20.参考文献 

馬場禮子著『精神分析的人格理論の基礎』岩崎学術出版社 
河合隼雄 【著】 『ユング心理学入門』，培風館／岩波現代文庫 
島義弘著『パーソナリティと感情の心理学』サイエンス社 
小塩真司著『はじめて学ぶパーソナリティ心理学−個性をめぐる冒険』ミネルヴァ書房 

21.成績評価 

毎回の授業の感想文 ３０点（目標①②③に該当） 
中間テスト ２０点（目標①③に該当） 
感情と行動の関係性に関するレポート １０点（目標①②に該当） 
総括テスト ４０点（目標①②③に該当） 

22.コメント 

【注意】 
初回授業時に授業概要と受講の注意点を説明します。各自シラバスをかならず持参してくだ
さい。 
※下記スケジュールは、シラバス公開後に変更になることがあります。必要に応じて授業中
にアナウンスを行いますので、注意してください。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 曜 限 
センターオフィスアワー： 曜 限 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション ・感想レポートの提出 

【第 2 回】 
人格の概念及び形成 
・人格，性格，気質等について 
・遺伝要因，環境要因について 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 



【第 3 回】 
特性論（オールポートとアイゼンク）と類型論（クレ
ッチマー） 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 4 回】 類型論（ユングのタイプ論） 
・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 5 回】 
性格特性を測定する 
・性格の５因子論（NEO-PI-R） 
・YG 性格検査 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 6 回】 

心の構造（フロイト） 
１）構造論と局所論 
２）心的装置 
 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 7 回】 
発達過程と人格形成 
・フロイトの発達理論 
・エリクソンのライフサイクル理論 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 8 回】 
マーラーの分離個体化理論 
ピアジェの発達理論 
スターンの情動調律 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 9 回】 ＜中間テスト＞ 
パーソナリティ障害の種類と概要 

・授業内容を整理し，ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 10 回】 パーソナリティ障害の理解と対応 
・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 11 回】 
感情の概念と理論 
・感情，情緒，気分について 
・感情にまつわる古典的理論 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 12 回】 
感情をコントロールすることの重要性 
・感情が行動に与える影響について 
・アンガーマネジメント 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 13 回】 自律訓練法の理論と実践 
・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 

【第 14 回】 
マインドフルネスストレス逓減法 
・理論と実際の活用例 
・実際の体験 

・授業内容を整理し、ノートにまとめる。 
・感想レポートの提出 
・感情と行動の関係性に関するレポートの提
出 

【第 15 回】 ＜総括テスト＞ 
・理解できていなかった点について、授業ノ
ートを使って復習し、次年度以降の学びに備
える。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY211-
Y51 

2.科目名 健康・医療心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 

【基幹科目】臨床心理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
公認心理師受験資格に必要  
認定心理士指定科目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその
影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役
立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象
者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 1.自律的で意欲的な態度、2.社会に能
動的に貢献する姿勢、６.専門知識・技能の活用力に関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
① 健康心理学とはどういう学問であるかわかっている 
② ストレスとその影響について説明できる 
③ ストレス対処法についての基本が身についている 
④ 予防と健康増進の意義について説明できる 
⑤ 健康増進に役立つ臨床心理の視点を持っている 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
毎回のコミュニケーションシート ４×１3   52％ 
中間振り返り                                        ２4％ 
総括テスト                                          ２4％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：金曜日・２限 山手 
センターオフィスアワー：⽕曜日・昼休み 三木ライブラリー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス 健康心理学とは コミュニケーションシートの提出 
第 2 回 ストレスの生理と影響 コミュニケーションシートの提出 
第 3 回 ストレスのアセスメント コミュニケーションシートの提出 
第 4 回 ストレスのコーピング ワークあり コミュニケーションシートの提出 
第 5 回 ストレスの極、トラウマ 災害 コミュニケーションシートの提出 
第 6 回 適応障害 コミュニケーションシートの提出 
第 7 回 中間ふりかえり コミュニケーションシートの提出 
第 8 回 予防と健康増進 コミュニケーションシートの提出 
第 9 回 食に関連した問題と睡眠に関連した問題 コミュニケーションシートの提出 
第 10 回 健康リスクとパーソナリティ研究 コミュニケーションシートの提出 
第 11 回 子どもの発達 コミュニケーションシートの提出 
第 12 回 ターミナルケア 夢分析からみた死 コミュニケーションシートの提出 



第 13 回 子どもの逆境体験とその影響 コミュニケーションシートの提出 
第 14 回 コミュニティ心理学とアウトリーチ コミュニケーションシートの提出 
第 15 回 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY211-
m51 

2.科目名 健康・医療心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 

【基幹科目】臨床心理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
公認心理師受験資格に必要  
認定心理士指定科目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその
影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役
立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象
者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 1.自律的で意欲的な態度、2.社会に能
動的に貢献する姿勢、６.専門知識・技能の活用力に関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
① 健康心理学とはどういう学問であるかわかっている 
② ストレスとその影響について説明できる 
③ ストレス対処法についての基本が身についている 
④ 予防と健康増進の意義について説明できる 
⑤ 健康増進に役立つ臨床心理の視点を持っている 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
毎回のコミュニケーションシート ４×１3   52％ 
中間振り返り                                        ２4％ 
総括テスト                                          ２4％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：金曜日・２限 山手 
センターオフィスアワー：⽕曜日・昼休み 三木ライブラリー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス 健康心理学とは コミュニケーションシートの提出 
第 2 回 ストレスの生理と影響 コミュニケーションシートの提出 
第 3 回 ストレスのアセスメント コミュニケーションシートの提出 
第 4 回 ストレスのコーピング ワークあり コミュニケーションシートの提出 
第 5 回 ストレスの極、トラウマ 災害 コミュニケーションシートの提出 
第 6 回 適応障害 コミュニケーションシートの提出 
第 7 回 中間ふりかえり コミュニケーションシートの提出 
第 8 回 予防と健康増進 コミュニケーションシートの提出 
第 9 回 食に関連した問題と睡眠に関連した問題 コミュニケーションシートの提出 
第 10 回 健康リスクとパーソナリティ研究 コミュニケーションシートの提出 
第 11 回 子どもの発達 コミュニケーションシートの提出 
第 12 回 ターミナルケア 夢分析からみた死 コミュニケーションシートの提出 



第 13 回 子どもの逆境体験とその影響 コミュニケーションシートの提出 
第 14 回 コミュニティ心理学とアウトリーチ コミュニケーションシートの提出 
第 15 回 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY212-
Y51 

2.科目名 社会・集団・家族心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士  
公認心理師 

11.先修条件 
司法・犯罪心理学、臨床心理学概論、特に
産業・組織理学などの専門科目を履修済み
であることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義形式であるが、理解促進のために適宜
グループワークや簡易な実験を行うことが
ある。 

16.履修制限 人数が過多の場合、抽選を実施する 

17.授業の目的と概要 

 社会・集団・家族心理学は、人間と社会のかかわりに関するありとあらゆるテーマを対象
にした学問です。そのため、私たちの生活に密接にかかわる内容を様々に含んでいます。社
会心理学の知見は日常生活での経験にはじまり、日々報じられる様々な事件や社会問題を考
えたり、意味づけたりする助けになります。 
【授業概要】 
 本科目では、人間の行なう多面的な社会行動を、個人の行動レベル、対人相互作用におけ
る行動レベル、小集団での行動レベルなどの側面から考察し、人間の社会行動の一般法則を
明らかにしようとするものである。具体的には、社会的認知、社会的感情、態度と行動、対
人コミュニケーション、対人魅力、親密な人間関係、集団の心理学などを取り扱う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①個人の態度や行動決定に関する基本的知識が説明できる。 
②対人関係や集団における人の意識および行動について基本的知識を説明できる。 
③家族、集団および文化が個人に及ぼす影響に関する基本的知識を説明できる。 
④”①②③"の知識をもとに問題を発見し、具体的な解決策を提示することができる。 

19.教科書・教材 
脇本⻯太郎（編） 2014. 「基礎からまなぶ社会心理学 (ライブラリ基礎からまなぶ心理
学 4)」 サイエンス社. (本体￥2300＋税) 

20.参考文献 
①山岸俊男 「社会心理学キーワード (有斐閣双書―KEYWORD SERIES)」  有斐閣. 
②土肥伊都子（編） 「自ら挑戦する社会心理学」 保育出版社. 
③松田幸弘（編） 「人間関係の社会心理学」 晃洋書房. 

21.成績評価 

・授業毎ミニレポート：30% 
（各回の理解度を測るため、専門用語等の解説を求める：学習目標①②③④を問う） 
・中間テスト：30% 
（前半の知識の定着度を測る：学習目標①④を問う） 
・期末テスト：40% 
（後半の知識の定着度を測る：学習目標②③④を問う） 

22.コメント 
※人数の把握をしたいので、履修希望学生は初回までに履修登録を必ず済ましておいてくだ
さい。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 【第１回】ガイダンス・社会心理学とは何か 講義内容を復習する。 



 授業内容・学習目標・授業の進め方などを説明す
る。 
 社会心理学とはどのような学問かを理解する。 

第 2 回 

【第 2 回】社会的認知:様々なものごとに対する推論
と判断① 
  社会的認知に関する基本的な考え方、用語を学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 3 回 
【第 3 回】社会的認知:様々なものごとに対する推論
と判断② 
  社会的認知に関する基本的な考え方を学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 4 回 
【第 4 回】社会的感情：感情の機能と役割 
 感情・気分の役割について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 5 回 【第 5 回】態度と説得 
 態度がどのように形成され、変化するのかを学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 6 回 
【第 6 回】社会的自己 
 ”自分”に関する知識、イメージがどのようにつくら
れるのか学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 7 回 
【第 7 回目】公正さに関する心理 
 公正・不公正なものごとに対する心理について学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 8 回 【第 8 回】ふりかえり①・中間試験 
 前半のまとめ、および中間試験を行う。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 9 回 
【第 9 回】対人行動 
 援助行動と攻撃行動の生起メカニズムについて学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 10 回 
【第 10 回】対人関係 
 友人関係から親密な関係への移行の心理、関係性の
中で生じる心理について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 11 回 
【第 11 回】受容と排斥 
 他者からのサポートと、排斥が及ぼす影響について
学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 12 回 
【第 12 回】集団の中の個人 
 集団に所属することが我々にどのような心理的影響
を与えているか学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 13 回 
【第 13 回】集団間関係の心理学① 
 集団間葛藤を中心に関係悪化の過程について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 14 回 
【第 14 回】集団間関係の心理学② 
 集団間葛藤を中心に関係悪化の解決法について学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 15 回 
【第 15 回】ふりかえり②・期末試験  
 全体のまとめ、および期末試験を行う。 予習：試験にむけて総復習をおこなう。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY212-
m51 

2.科目名 社会・集団・家族心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士  
公認心理師 

11.先修条件 
司法・犯罪心理学、臨床心理学概論、特に
産業・組織理学などの専門科目を履修済み
であることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義形式であるが、理解促進のために適宜
グループワークや簡易な実験を行うことが
ある。 

16.履修制限 人数が過多の場合、抽選を実施する 

17.授業の目的と概要 

 社会・集団・家族心理学は、人間と社会のかかわりに関するありとあらゆるテーマを対象
にした学問です。そのため、私たちの生活に密接にかかわる内容を様々に含んでいます。社
会心理学の知見は日常生活での経験にはじまり、日々報じられる様々な事件や社会問題を考
えたり、意味づけたりする助けになります。 
【授業概要】 
 本科目では、人間の行なう多面的な社会行動を、個人の行動レベル、対人相互作用におけ
る行動レベル、小集団での行動レベルなどの側面から考察し、人間の社会行動の一般法則を
明らかにしようとするものである。具体的には、社会的認知、社会的感情、態度と行動、対
人コミュニケーション、対人魅力、親密な人間関係、集団の心理学などを取り扱う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①個人の態度や行動決定に関する基本的知識が説明できる。 
②対人関係や集団における人の意識および行動について基本的知識を説明できる。 
③家族、集団および文化が個人に及ぼす影響に関する基本的知識を説明できる。 
④”①②③"の知識をもとに問題を発見し、具体的な解決策を提示することができる。 

19.教科書・教材 
脇本⻯太郎（編） 2014. 「基礎からまなぶ社会心理学 (ライブラリ基礎からまなぶ心理
学 4)」 サイエンス社. (本体￥2300＋税) 

20.参考文献 
①山岸俊男 「社会心理学キーワード (有斐閣双書―KEYWORD SERIES)」  有斐閣. 
②土肥伊都子（編） 「自ら挑戦する社会心理学」 保育出版社. 
③松田幸弘（編） 「人間関係の社会心理学」 晃洋書房. 

21.成績評価 

・授業毎ミニレポート：30% 
（各回の理解度を測るため、専門用語等の解説を求める：学習目標①②③④を問う） 
・中間テスト：30% 
（前半の知識の定着度を測る：学習目標①④を問う） 
・期末テスト：40% 
（後半の知識の定着度を測る：学習目標②③④を問う） 

22.コメント 
※人数の把握をしたいので、履修希望学生は初回までに履修登録を必ず済ましておいてくだ
さい。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 【第１回】ガイダンス・社会心理学とは何か 講義内容を復習する。 



 授業内容・学習目標・授業の進め方などを説明す
る。 
 社会心理学とはどのような学問かを理解する。 

第 2 回 

【第 2 回】社会的認知:様々なものごとに対する推論
と判断① 
  社会的認知に関する基本的な考え方、用語を学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 3 回 
【第 3 回】社会的認知:様々なものごとに対する推論
と判断② 
  社会的認知に関する基本的な考え方を学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 4 回 
【第 4 回】社会的感情：感情の機能と役割 
 感情・気分の役割について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 5 回 【第 5 回】態度と説得 
 態度がどのように形成され、変化するのかを学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 6 回 
【第 6 回】社会的自己 
 ”自分”に関する知識、イメージがどのようにつくら
れるのか学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 7 回 
【第 7 回目】公正さに関する心理 
 公正・不公正なものごとに対する心理について学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 8 回 【第 8 回】ふりかえり①・中間試験 
 前半のまとめ、および中間試験を行う。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 9 回 
【第 9 回】対人行動 
 援助行動と攻撃行動の生起メカニズムについて学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 10 回 
【第 10 回】対人関係 
 友人関係から親密な関係への移行の心理、関係性の
中で生じる心理について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 11 回 
【第 11 回】受容と排斥 
 他者からのサポートと、排斥が及ぼす影響について
学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 12 回 
【第 12 回】集団の中の個人 
 集団に所属することが我々にどのような心理的影響
を与えているか学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 13 回 
【第 13 回】集団間関係の心理学① 
 集団間葛藤を中心に関係悪化の過程について学ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 14 回 
【第 14 回】集団間関係の心理学② 
 集団間葛藤を中心に関係悪化の解決法について学
ぶ。 

講義資料・教科書の該当箇所を熟読し、復習
する。 

第 15 回 
【第 15 回】ふりかえり②・期末試験  
 全体のまとめ、および期末試験を行う。 予習：試験にむけて総復習をおこなう。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY304-
m51 

2.科目名 認知心理学 （17 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

知覚・認知心理学では、人は刺激を単に受動的に受け取るものではなく、むしろ能動的に処
理し、新しい形式に変化させる生活体としてとらえられます。 
 本講義では、知覚・記憶・思考・理解などの人間の情報処理過程に関する認知心理学的知
見をとりあげ、知覚・認知機能がどのような仕組みで働いているのかについて学びます。 
 また、知覚・認知心理学の知見が日常生活にどのように役立てられているのかについても
学びます。 
 
主な内容 
１）人の感覚・知覚等の機序及びその障害 
①感覚知覚の一般特性 
②五感の機能 
2）人の認知・思考等の機序及びその障害 
①問題解決や推理の理解 
②概念過程の理解 
③記憶の理解 
 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間の心理的諸現象に対し複数の理論を適用して説明できる。 
②認知心理学の学んだ理論や用語について、日常の事象の複数例を用いて説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 

20.参考文献 
山内光哉・春木 豊（編著）「グラフィック 学習心理学−行動と認知−」 サイエンス社  
道又 爾・北崎充晃・大久保街亜・今井久登・山川恵子・⿊沢 学（2003）．認知心理学：知
のアーキテクチャを探る 有斐閣 

21.成績評価 ワークシート 4 点×１3＝52 点 
期末試験：48 点 

22.コメント 

・積極的に授業に参加する 
・遅刻・私語厳禁 
・座席を指定する 
 

23.オフィスアワー ⽕曜日 3 時限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 ＜オリエンテーション＞   〇復習 本日のテーマについて、日常生活の



・シラバスの説明 
・授業の進め方について 
・知覚・認知心理学で何を学ぶか 
 

中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
 

2 

＜感覚・知覚 i①＞  
・基本特性 
・視覚 
   
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

3 

＜感覚・知覚②＞         
・聴覚     
    
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
 

4 
＜感覚・知覚③＞              
・化学感覚 
・体性感覚 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
 

5 
＜感覚・知覚④＞                      
・対象認知障害 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
  
 

6 
＜認知の基本特性＞   
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

7 

＜記憶のメカニズム①＞               
・分類 
   
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

8 

＜記憶のメカニズム②＞     
・ワーキングメモリー 
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

9 

＜記憶のメカニズム③＞ 
・意味記憶   
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

10 
＜記憶のメカニズム④＞                 
・日常生活の記憶  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

11 
＜問題解決と推論＞       
 

〇復習 日常生活の記憶について、どのよう
な事象があるか考えてみる（120 分）〇予習 
教科書 p.p.228-240（60 分） 
  
 



12 
＜注意のメカニズム＞                      
    
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

13 
＜スキーマとスクリプト＞     
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

14 ＜認知・思考の障害＞   
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（990 分）  
 

15 
＜試験＞  
・学習目標の達成度を評価する。 
 

〇復習 知覚・認知心理学の振り返り（150
分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY305-
Y51 

2.科目名 環境心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 太田裕彦 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
環境心理学は人間と環境との関係を研究するわけであるが，さまざまな学問分野にまたがる
学際的領域である。本講義ではまず環境心理学の成立過程や諸理論・方法論を概説する。そ
の後は環境心理学の広大な領域から代表的な研究対象を取り上げて解説していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）環境と人間の関係性そのものに気づき、考えられるようになること 
２）環境の持つ客観的物理的な特性と、その環境に対して人間が抱く主観的心理的な特性と
の間にどのような差異があるかを理解できるようになること 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 

20.参考文献 
朝倉心理学講座１２ 
「環境心理学」 佐古順彦・小⻄啓史編 2007 年 
その他、必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

ミニレポート（第２〜14 回の 13 回分）      52％ 
最終試験                        48％ 
   
                                                         合計 100％  
 

22.コメント 

私たちが生きて活動していく上で絶対に切り離せないのが「環境」です。普段当たり前にな
っていて気付かないこの環境に気付き，いろいろと考えて見てください。あなたの生活がき
っと違ってくることでしょう。 
授業の中で必要に応じてグループワークを行い、他者との交流の中から視点を広げていって
もらうことも考えています。 
 なお各回の授業の終了時にミニレポートを書いてもらいますが、そこに気付きや疑問など
をどしどし書いてください。次回の授業において取り上げて解説します。授業改善にもつな
げます。 

23.オフィスアワー 
 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 本講義のねらいや進め方、評価
法などについて説明する。 

〇個人ワーク ： 今回の授業に関する復習
＜150 分＞。以下第 14 回まで同様。 

第 2 回 
 

環境心理学とは何か 環境心理学は学際的領域であ
る。その成立の歴史的背景や対象となる広範な問題に
ついて概説する。 

今回の授業終了後、気づきや疑問、あるいは
過去の体験のとらえなおしをミニレポートと
して WebClass から提出すること。第 14 回
まで同様。 
 

第 3 回 環境心理学の視点と方法  環境心理学において採用さ
れる主な視点や理論、また方法について概説する。 

 

第 4 回 
環境認知  人間は環境をどのようにとらえている
か。環境認知のあり方について考える。 

 



第 5 回 
空間行動（１） 人間と空間との相互作用の過程で現
れるさまざまな行動について、なわばりやパーソナル
スペースの観点からとらえる。 

 

第 6 回 空間行動（２） 同上。  

第 7 回 環境評価（１） 景観の問題を中心に、我々が環境を
評価するとはどういうことなのか考える。 

 

第 8 回 環境評価 （２） 同上。  

第 9 回 
生態学的心理学 環境心理学の初期から重要な観点を
提供する生態学的心理学を取り上げ、今後の展望を探
る。 

 

第 10 回 
 住環境 住まうことを居住環境の観点から考える。  

第 11 回 教育環境 学習環境の代表として学校環境を取り上
げ、教育環境の特性と問題を考える。 

 

第 12 回 職場環境 労働環境の代表例としてオフィス環境を取
り上げ、その特性や諸問題について考える。 

 

第 13 回 
地球環境問題（１） 地球規模の環境にかかわる諸問
題について取り上げる。 

 

第 14 回 
 

地球環境問題（２） 地球規模の環境にかかわる諸問
題について取り上げる。 

〇個人ワーク：最終試験に向けて第 2〜14
回の授業内容を中心に、授業全般の復習＜
960 分＞ 

第 15 回 
最終総括試験 第 2〜14 回 の授業内容を中心に全体
を振り返る形で最終試験を行い、知識定着や理解の程
度を確認する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY305-
m51 

2.科目名 環境心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 太田裕彦 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
環境心理学は人間と環境との関係を研究するわけであるが，さまざまな学問分野にまたがる
学際的領域である。本講義ではまず環境心理学の成立過程や諸理論・方法論を概説する。そ
の後は環境心理学の広大な領域から代表的な研究対象を取り上げて解説していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）環境と人間の関係性そのものに気づき、考えられるようになること 
２）環境の持つ客観的物理的な特性と、その環境に対して人間が抱く主観的心理的な特性と
の間にどのような差異があるかを理解できるようになること 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 

20.参考文献 
朝倉心理学講座１２ 
「環境心理学」 佐古順彦・小⻄啓史編 2007 年 
その他、必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

ミニレポート（第２〜14 回の 13 回分）      52％ 
最終試験                        48％ 
   
                                                         合計 100％  
 

22.コメント 

私たちが生きて活動していく上で絶対に切り離せないのが「環境」です。普段当たり前にな
っていて気付かないこの環境に気付き，いろいろと考えて見てください。あなたの生活がき
っと違ってくることでしょう。 
授業の中で必要に応じてグループワークを行い、他者との交流の中から視点を広げていって
もらうことも考えています。 
 なお各回の授業の終了時にミニレポートを書いてもらいますが、そこに気付きや疑問など
をどしどし書いてください。次回の授業において取り上げて解説します。授業改善にもつな
げます。 

23.オフィスアワー 
 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 本講義のねらいや進め方、評価
法などについて説明する。 

〇個人ワーク ： 今回の授業に関する復習
＜150 分＞。以下第 14 回まで同様。 

第 2 回 
 

環境心理学とは何か 環境心理学は学際的領域であ
る。その成立の歴史的背景や対象となる広範な問題に
ついて概説する。 

今回の授業終了後、気づきや疑問、あるいは
過去の体験のとらえなおしをミニレポートと
して WebClass から提出すること。第 14 回
まで同様。 
 

第 3 回 環境心理学の視点と方法  環境心理学において採用さ
れる主な視点や理論、また方法について概説する。 

 

第 4 回 
環境認知  人間は環境をどのようにとらえている
か。環境認知のあり方について考える。 

 



第 5 回 
空間行動（１） 人間と空間との相互作用の過程で現
れるさまざまな行動について、なわばりやパーソナル
スペースの観点からとらえる。 

 

第 6 回 空間行動（２） 同上。  

第 7 回 環境評価（１） 景観の問題を中心に、我々が環境を
評価するとはどういうことなのか考える。 

 

第 8 回 環境評価 （２） 同上。  

第 9 回 
生態学的心理学 環境心理学の初期から重要な観点を
提供する生態学的心理学を取り上げ、今後の展望を探
る。 

 

第 10 回 
 住環境 住まうことを居住環境の観点から考える。  

第 11 回 教育環境 学習環境の代表として学校環境を取り上
げ、教育環境の特性と問題を考える。 

 

第 12 回 職場環境 労働環境の代表例としてオフィス環境を取
り上げ、その特性や諸問題について考える。 

 

第 13 回 
地球環境問題（１） 地球規模の環境にかかわる諸問
題について取り上げる。 

 

第 14 回 
 

地球環境問題（２） 地球規模の環境にかかわる諸問
題について取り上げる。 

〇個人ワーク：最終試験に向けて第 2〜14
回の授業内容を中心に、授業全般の復習＜
960 分＞ 

第 15 回 
最終総括試験 第 2〜14 回 の授業内容を中心に全体
を振り返る形で最終試験を行い、知識定着や理解の程
度を確認する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY313-
Y51 

2.科目名 捜査心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
犯罪捜査における供述心理学（容疑者の取調べ）、 心理学を活用した科学捜査としてのポリ
グラフ検査、犯罪者プロファイリング、犯罪者のパーソナリティと障害について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

現代の犯罪捜査の方法について理解し，その実践方法を学ぶ 
① 犯罪捜査においては，容疑者と取調官間でラポールの形成に始まり，良好なコミュニケ
ーション技術を駆使して行うことが，容疑者の自供を引き出し，事件の真相を明らかにする
うえで重要かを理解し，その手法について学ぶ 
② 科学捜査の手法（ポリグラフ検査，犯罪者プロファイリング）の方法について学ぶ 
③ 過去に起きた重要事件を事例を通じて，その背景，原因・理由，犯行の経緯を読み解
き，犯罪の立証するために，心理学のどのような知見が利用されているかを理解する 

19.教科書・教材  
20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

・グループ  20％：取り調べに必要な心理学的手法についてグループ討議を行う。  
・レポート  20％：わが国で実施されているポリグラフ検査の質問方法，反応パターン，
日米の違いなどについてまとめる 
・期末試験  60％ 
・実験参加：生理反応を測定する卒業研究、学会発表に向けた実験に参加したものには 1 回
につき、若干の加点をする 

22.コメント 

(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
ガイダンス 
 

 

 
取調べの心理学 
 供述心理学について学ぶ 

 

 
供述心理学 2 
 自供に至る心理過程について学ぶ 
 

 



 取り調べの可視化、司法面接  

 
生理心理学がもたらす科学捜査（ポリグラフ検査） 
 ① 死刑求刑事件  
 

 

 

生理心理学がもたらす科学捜査（ポリグラフ検査） 
 ② 松本清張の「霧の旗」に類した冤罪を訴えた事
件 
 

 

 ポリグラフ検査 我が国と諸外国の違い  

 

FBI 方式とリバプール方式の犯罪者プロファイリング
とは？ 
職人型刑事の経験と勘に依存したプロファイリングと
統計学型プロファイリング 

 

 
地理的プロファイリング 強姦事件のプロファイリン
グ事例  

 
科学捜査が解決に導いた事例 
 強姦殺人事件をめぐる事例報告   
 

 

 

神⼾連続児童殺傷事件における挑戦状のプロファイリ
ング 
  そして酒⻤薔薇聖⽃が少年院を出たあとの「絶
歌」に書かれたことは? 

 

 障害に伴う実⺟殺人未遂事件(1) 
 「真実の口」に書かれた犯行動機 

 

 
障害に伴う実⺟殺人未遂事件(2) 
 犯行シナリオと女子高校生のブログについて 

 

 

障害に伴う殺人事件 
 偏差値の高い男子高校生が実際に体験してみないと
気が済まなかった殺人の殺人の責任応力に関する判決
について説明する 

 

 振り返りと最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY313-
m51 

2.科目名 捜査心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
犯罪捜査における供述心理学（容疑者の取調べ）、 心理学を活用した科学捜査としてのポリ
グラフ検査、犯罪者プロファイリング、犯罪者のパーソナリティと障害について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

現代の犯罪捜査の方法について理解し，その実践方法を学ぶ 
① 犯罪捜査においては，容疑者と取調官間でラポールの形成に始まり，良好なコミュニケ
ーション技術を駆使して行うことが，容疑者の自供を引き出し，事件の真相を明らかにする
うえで重要かを理解し，その手法について学ぶ 
② 科学捜査の手法（ポリグラフ検査，犯罪者プロファイリング）の方法について学ぶ 
③ 過去に起きた重要事件を事例を通じて，その背景，原因・理由，犯行の経緯を読み解
き，犯罪の立証するために，心理学のどのような知見が利用されているかを理解する 

19.教科書・教材  
20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

・グループ  20％：取り調べに必要な心理学的手法についてグループ討議を行う。  
・レポート  20％：わが国で実施されているポリグラフ検査の質問方法，反応パターン，
日米の違いなどについてまとめる 
・期末試験  60％ 
・実験参加：生理反応を測定する卒業研究、学会発表に向けた実験に参加したものには 1 回
につき、若干の加点をする 

22.コメント 

(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
ガイダンス 
 

 

 
取調べの心理学 
 供述心理学について学ぶ 

 

 
供述心理学 2 
 自供に至る心理過程について学ぶ 
 

 



 取り調べの可視化、司法面接  

 
生理心理学がもたらす科学捜査（ポリグラフ検査） 
 ① 死刑求刑事件  
 

 

 

生理心理学がもたらす科学捜査（ポリグラフ検査） 
 ② 松本清張の「霧の旗」に類した冤罪を訴えた事
件 
 

 

 ポリグラフ検査 我が国と諸外国の違い  

 

FBI 方式とリバプール方式の犯罪者プロファイリング
とは？ 
職人型刑事の経験と勘に依存したプロファイリングと
統計学型プロファイリング 

 

 
地理的プロファイリング 強姦事件のプロファイリン
グ事例  

 
科学捜査が解決に導いた事例 
 強姦殺人事件をめぐる事例報告   
 

 

 

神⼾連続児童殺傷事件における挑戦状のプロファイリ
ング 
  そして酒⻤薔薇聖⽃が少年院を出たあとの「絶
歌」に書かれたことは? 

 

 障害に伴う実⺟殺人未遂事件(1) 
 「真実の口」に書かれた犯行動機 

 

 
障害に伴う実⺟殺人未遂事件(2) 
 犯行シナリオと女子高校生のブログについて 

 

 

障害に伴う殺人事件 
 偏差値の高い男子高校生が実際に体験してみないと
気が済まなかった殺人の殺人の責任応力に関する判決
について説明する 

 

 振り返りと最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY314-
A51 

2.科目名 こども発達学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 多田智栄子 

5.授業科目の区分 教育福祉学科こ 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 3 年生から 

10.取得資格の要件 小学校一種 認定心理士 
保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・こども発達学では、乳幼児期から⻘年期に入るまでの子どもの「様子」について学修して
いきます。 
・生まれてきてからの発達をみていくうえでのポイントがあります。 
 一つ一つ丁寧に見ていく必要がありますが、その中でも重要なイベントをいくつかピック
アップして発達を考えていきましょう。 
・授業の中では、幼児期と児童期に焦点をあてます。 
 現代を生きる子供たちを理解するためには、生物・心理・社会的観点等からの理解が必要
です。 
授業の中では、知的な発達や対人関係と人格などとの 関係、学習、メンタルヘルス・・・ 
などを切り口に考えていきましょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・こども発達学の授業での学習（身につくスキル）は次の通りです。 
①子どもを理解するうえで、今、現在を生きる子どもの姿を「発達」を基盤にして説明がで
きるようにします。 
…現代社会の特徴を学び、子供を取り巻く社会環境とその影響についても理解する必要があ
ります。 
②幼児期と児童期の子供の成⻑・発達について、身体の成⻑、知的な発達、対人関係の発達
から説明ができるようにします。 
…特に「子どものパーソナリティーと対人関係の発達」については、向社会的行動を支える
もの、ということにも注目していきます。 
③子どもの発達と 

19.教科書・教材 
適宜資料を配布します。 
「児童心理学」や「発達心理学」などで読みやすい本があればみんなで共有しましょう。紹
介して下さい。 

20.参考文献 
・伊藤亜矢子（編著） ２０１１  エピソードでつかむ児童心理学  ミネルヴァ書房 
・アニメから読み解く臨床心理学 

21.成績評価 

以下の内容で評価を行います。 
・中間テスト…20 点（学習内容の①・②に対応します） 
 2 週間前にお知らせします。 
・課題レポート…2×10 点（学習内容の②と③に対応します） 
 2 週間前にお知らせします。 
・期末テスト…60 点（学習内容の①・②・③・④に対応します） 

22.コメント 
・アニメから見る子ども発達学…として絵本やアニメ「ちびまる子ちゃん」「NARUTO」な
どを取り上げて学びたいとも考えています。絵本やアニメを「こども発達学」的に読みとる
とどのような解説ができるか、楽しみにしていてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 

・オリエンテーションで学習の目標や内容についての
共通理解をします。 
 自分は何を何を学ぶのかの目標やゴールを確認しま
しょう。 
・絵本から子供の心を理解します。子どものこころに
戻ってみましょう 
 「地球からのしつもん」 
 「なんだろうなんだろう」など 

・現代社会の特徴を調べてきます。 
・・ＳＤＧｓについて調べておきましょう 
・子どもの貧困をキーワードとします。 

【第 2 回】 

・現代に生きる子どもについて学習します。１ 
 SDGｓを考えます。 
… 貧困の問題 
  格差社会などなどから 
 「現代を生きる世界の子ども」の姿を理解します。 

復習」 
・貧困と子供についてまとめておきましょ
う。 

【第 3 回】 

現代に生きる子どもについて学習します。2 
 学習１から 
 私たちは何を目指していくのか 
 私たちにできることは何か（何から始めるか）など
を 
議論しましょう 

・現代社会の子供の姿（コロナ禍）につい
て、自分でキワードを見つけてまとめておき
ます。 

【第 4 回】 

コロナ禍での子どもたちの健康と発達の保障について
考えます 
・2 年間で子どもたちの生活変化と健康や発達での変
化を考えましょう 

・現代の多忙な子どもたち、と題してまとめ
をしておきましょう。 

【第 5 回】 

・幼児期・児童期の子供の成⻑について考えましょ
う。① 
子どもの知的な発達について学びます。 
…子どもの「世界についての理解の発達」について調
べていきましょう。 

「復習」 
・虐待やネグレクトなどと合わせて、子ども
の成⻑や発達に及ぼす影響についてまとめて
おきましょう。 

【第 6 回】 

・幼児期・児童期の子供の成⻑について考えましょ
う。? 
子どもの知的な発達について学びます。 
…子どもの「発達の臨界期」について調べていきまし
ょう。 
  ヴィゴツッキ―の考え方も取り入れていきます。 

・幼児期・児童期での子供の知的な発達での
特別なイベントを一つ取り上げてまとめてお
きましょう。 

【第 7 回】 

幼児期・児童期の子供の成⻑について考えましょう。
③ 
・子どもの対人関係の発達について考えていきましょ
う。 
…向社会的行動を支えるものは何か考えましょう。 
 アニメ「NARUTO 」をこども発達学的に読み解い
てみましょう。 
 キーワードは「共感的な人間関係」 

「復習」 
・子どもの発達のつまずき」について経験的
にをまとめておきましょう。 

【第 8 回】 

子どもの発達と学習について考えます ① 
・学習の「つまずき」から学習方法、メタ認知、等に
ついて学びましょう。 
 

「復習」 
・自分の児童期をイメージして「世界が広が
った」と考えられるイベントを思い出してま
とめてみましょう。 

【第 9 回】 
子どもの発達と学習について考えます ? 
・動機づけについて考えていきましょう。理論的な背

「復習」 
・「ちびまる子ちゃん」「サザエさん」の子ど



景をおさえておきます。 
・動機づけを左右するものは何かを考えましょう。 
・セルフ・ハンディキャッピングとは何かについて知
ります。 

もの登場人物の行動を学修した「動機づけ」
から考えてみよう 

【第 10 回】 

子どもの発達と学習について考えます③ 
・教師と子どもの人間関係について学びます。 
…教師が学級に対して持っている願いや指導（保育）
は、学級内の人間関係や学級文化の構築に大きく影響
を及ぼします。教師自身、保育者自身の子どもたちへ
の認知を知ることが大事です。その方法について学び
ましょう。 

「復習」 
・「危機管理」の授業の必要性を考えてまと
めてみましょう。 

【第 11 回】 

震災について学びます 
・減災の考え方から子どもたちにできること、子ども
たちができることを学びます。 
・減災の授業を組み立てます。 

「予習」 
・メンタルヘルスについて調べておきましょ
う。子供に特化してみます。 

【第 12 回】 

子どもをサポートすることについて学びます。１ 
・幼児期・児童期のメンタルヘルスについて考えてい
きましょう。 
…幼児期や児童期に多い心の問題について考えていき
ます。 
 児童精神分析から見た子どもの心の特徴を学びまし
ょう。 

「復習」 
子どものメンタルヘルスについて、関心を持
った部分についてまとめておきましょう。 

【第 13 回】 

子どもをサポートすることについて学びます。２ 
・幼児期・児童期のメンタルヘルスについて考えてい
きましょう。 
…子どもの心の発達について、事例を基にして理解し
ましょう。 

「予習」 
・学習のまとめをしておきます。学習の目標
を理解しておきます。 

【第 14 回】 
「予習」 
・学習のまとめをしておきます。学習の目標を理解し
ておきます。 

「予習」 
・子どもの人権について、幼稚園・学校場面
で考えてみましょう。人権て何？ 

【第 15 回】 
学習の振り返りに合わせて、子供の人権について考え
ます。 
・子どもの人権についてを事例から考えます。 

「復習」 
・学習の振り返りをします。学習到達目標を
見直しながら、理解をしましょう。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY315-
Y51 

2.科目名 知覚・認知心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

知覚・認知心理学では、人は刺激を単に受動的に受け取るものではなく、むしろ能動的に処
理し、新しい形式に変化させる生活体としてとらえられます。 
 本講義では、知覚・記憶・思考・理解などの人間の情報処理過程に関する認知心理学的知
見をとりあげ、知覚・認知機能がどのような仕組みで働いているのかについて学びます。 
 また、知覚・認知心理学の知見が日常生活にどのように役立てられているのかについても
学びます。 
 
主な内容 
１）人の感覚・知覚等の機序及びその障害 
①感覚知覚の一般特性 
②五感の機能 
2）人の認知・思考等の機序及びその障害 
①問題解決や推理の理解 
②概念過程の理解 
③記憶の理解 
 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間の心理的諸現象に対し複数の理論を適用して説明できる。 
②認知心理学の学んだ理論や用語について、日常の事象の複数例を用いて説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 

20.参考文献 
山内光哉・春木 豊（編著）「グラフィック 学習心理学−行動と認知−」 サイエンス社  
道又 爾・北崎充晃・大久保街亜・今井久登・山川恵子・⿊沢 学（2003）．認知心理学：知
のアーキテクチャを探る 有斐閣 

21.成績評価 ワークシート 4 点×１3＝52 点 
期末試験：48 点 

22.コメント 

・積極的に授業に参加する 
・遅刻・私語厳禁 
・座席を指定する 
 

23.オフィスアワー ⽕曜日 3 時限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 ＜オリエンテーション＞   〇復習 本日のテーマについて、日常生活の



・シラバスの説明 
・授業の進め方について 
・知覚・認知心理学で何を学ぶか 
 

中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
 

2 

＜感覚・知覚 i①＞  
・基本特性 
・視覚 
   
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

3 

＜感覚・知覚②＞         
・聴覚     
    
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
 

4 
＜感覚・知覚③＞              
・化学感覚 
・体性感覚 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
 

5 
＜感覚・知覚④＞                      
・対象認知障害 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分）  
  
 

6 
＜認知の基本特性＞   
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

7 

＜記憶のメカニズム①＞               
・分類 
   
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

8 

＜記憶のメカニズム②＞     
・ワーキングメモリー 
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

9 

＜記憶のメカニズム③＞ 
・意味記憶   
  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

10 
＜記憶のメカニズム④＞                 
・日常生活の記憶  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

11 
＜問題解決と推論＞       
 

〇復習 日常生活の記憶について、どのよう
な事象があるか考えてみる（120 分）〇予習 
教科書 p.p.228-240（60 分） 
  
 



12 
＜注意のメカニズム＞                      
    
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

13 
＜スキーマとスクリプト＞     
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

14 ＜認知・思考の障害＞   
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（990 分）  
 

15 
＜試験＞  
・学習目標の達成度を評価する。 
 

〇復習 知覚・認知心理学の振り返り（150
分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY315-
m51 

2.科目名 知覚・認知心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 

小学校一種 保育士 幼稚
園一種 
認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

学習というと、すぐに学校での学習を想像します。心理学では学習をもっと幅広く考えま
す。本講義ではその学習の過程と言語の獲得過程における心理学的法則について学ぶことを
目的としています。 
主な内容 
1）人の行動が変化する過程 
① 古典的条件づけの理解 
② オペラント条件づけの理解 
③技能学習と社会的学習の理解 
2）言語の習得における機序 
①言語の獲得 
②言語の生物学的基礎と障害 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間の心理的諸現象に対し複数の理論を適用して説明できるようになる。 
②学んだ学習心理学の理論や用語が、日常生活の中でどのような事象があるか考え、学習心
理学の知見が日常生活にどのように役立てられているのかについて考えることができるよう
になる。 
 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 

20.参考文献 
山内光哉・春木 豊（編著）「グラフィック 学習心理学−行動と認知−」 サイエンス社  
 道又 爾・北崎充晃・大久保街亜・今井久登・山川恵子・⿊沢 学（2003）．認知心理学：知
のアーキテクチャを探る 有斐閣 

21.成績評価 
ワークシート 4 点×１3＝52 点 
期末試験：48 点 
 

22.コメント 

・学んだ事項について、日常経験する事象の中で説明してみる。 
・座席を指定する。 
・遅刻・私語厳禁 
 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー：木曜 4 限 
センターオフィスアワー：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 ＜オリエンテーション＞  〇復習 心理学における学習について、日常



・シラバスの説明  
・授業の進め方について  
・学習・言語心理学で何を学ぶか 
 

生活の中でどのような事象があるか考えてみ
る（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

2 
＜生得的行動＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

3 

＜古典的条件づけ①＞ 
 ・古典的条件づけとは何か 
 ・同時条件づけ 
 ・遅延条件づけ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

4 
＜古典的条件づけ②＞  
・刺激性制御 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

5 ＜オペラント条件づけ①＞ 
 ・強化随伴性 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

6 ＜オペラント条件づけ②＞ 
 逃避と回避 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

7 ＜オペラント条件づけ③＞ 
 ・行動形成 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

8 
＜オペラント条件づけ④＞ 
 ・般化と弁別 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

9 
＜技能学習＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

10 
＜社会的学習＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

11 
＜言語獲得過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

12 
＜言語と概念過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

13 ＜言語と思考＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

14 
 

＜言語の生物学的基礎と障害＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（990 分） 

15 
＜試験＞ 
・学習目標の達成度を評価する 

〇復習 学習・言語心理学の振り返り（150
分） 



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED114-
Y52 

2.科目名 リーディング２ L2（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百濟正和 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
By the end of the semester, students are expected to develop their reading ability by 
talking about themselves confidently and to achieve a good A 2 level in Common 
European Framework for References (CEFR) 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①国際事情に関する記事を読み、国際的視野を広める。 
②国際問題を理解し、問題の解決について自分なりに考えをまとめることができる。 
③自ら積極的に英語で書かれた記事を読み、関連語彙を増やす。 
本科目の学習目標は DP の（１）「自律性」、（３）「多様性理解」（４）「問題発見・解決力」
（５）「コミュニケーション・スキル」の学修に関連しています。 
 

19.教科書・教材 From the UN News Centre published by Sanshusha 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

Presentation (20%) 学習目標②に対応 
quiz (20%) 学習目標③に対応 
Reading test 1 (30%) 学習目標①に対応  
Reading test 2 (30%) 学習目標①に対応 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 Unit 1 Peace and Security 
指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
 

Week 2 Unit 2 Economic Development 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 3 Unit 3 Humanitarian Aid 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 4 Unit 4 Environment 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 5 Unit 5 Human Rights 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 6 Unit 6 UN Affairs, Secretary-General 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 7 Unit 7 Women, Children, Population 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 8 Unit 8 Law, Crime Prevention 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 9 Unit 9 Health 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 10 Unit 10 Culture, Education 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 11 Unit 11 International Relationships 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 12 Unit 12 War and peace 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 13 Unit 13 global citizenship 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 14 Unit 14 Exam 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 15 Reflection 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED115-
Y51 

2.科目名 リーディング総合１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jonathan Aliponga 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(英語) 中学(英語) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

At the end of the semester, L3 students are expected acquire both business and everyday 
conversational English skills. Specifically, they: 
1) learn how English is used naturally in a variety of work environments through 
dialogues between clients, employers, and co-workers, which allows students to see the 
different styles of conversations in the workplace. 
2) strengthen their English knowledge, building up self-confidence, and testing 
competency, such as TOEIC tests. 
3) think critically and discuss with classmates about some case studies of Google, Apple, 
Amazon and other companies. 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester, students are expected to successfully achieve the following 
abilities set by the Department: 
1）自律的で主体的な態度（自律性） Autonomous and independent attitude (autonomy) 
2）問題発見・解決力 Problem finding and solving ability 
3）コミュニケーションスキル Communic 

19.教科書・教材 

Work Advantage 2 by K.A. Wright ISBN 9789865840631 
Online articles including but not limited to newspapers 
Japan Today https://japantoday.com 
Asahi Shimbun https://www.asahi.com/ajw/ 

20.参考文献  

21.成績評価 

タスク Tasks  (Reading, Writing, Speaking, Listening) = 30% , ケーススタディプレゼンテ
ーション (PBL) = 20, 最終テスト Final Test (TOEIC reading) = 40%,  英語使用 English 
Only = 10% 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Course Orientation: Syllabus, Dropbox 
Meeting 2: UNIT 1: TEAM SPIRIT 
Reading: Joining a team 
Listening: Chatting with a newbie, An interview 
Case Study: Communication: Irving Motors is 
Changing Gears 
Speaking: Changing for the Better 
Writing: E 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 6-8 
 

Week 2 
Meeting 3: UNIT 2: FORMING A TEAM 
Reading: Finding team members 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 14-
16 



Listening: Cross-departmental Project, Market 
Demands 
Case Study: Project Execution: Aurubis AG's Past 
Problems, Reshaped Its Core Principles 
Meeting 4: UNIT 2: FORMING A TEAM 
Speaking: The I 

Week 3 

Meeting 5: UNIT 3: WORKING WITH THE WORLD 
Reading: Outsourcing 
Listening: Outsourcing Production, Working Globally 
Case Study: Global Partnerships:  
Meeting 6: UNIT 3: WORKING WITH THE WORLD 
Nike: Working with Others Across the Globe 
Speaking: Values of G 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 22-
24 

Week 4 

Meeting 7: UNIT 4:BUSINESS STRATEGIES 
Reading: Cost-Effective Solutions 
Listening: Discussing Proposal, Marketing 
Strategies 
Case Study: Getting Your Brand Out There: 
Vanguard Brewing Co. Newsletter 
Meeting 8: UNIT 4: BUSINESS STRATEGIES 
Speaking: Busines 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 34-
36 
 

Week 5 

Meeting 9: UNIT 5: UNDERSTANDING YOUR 
CUSTOMERS 
Reading: Customer Complaints 
Listening: Inquire about an Issue, Discussing 
Complaint 
Case Study: Customers' Complaints 
Meeting 10: UNIT 5: UNDERSTANDING YOUR 
CUSTOMERS 
Speaking: Customer Service 
Writing: Rep 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 42-
44 
 

Week 6 

Meeting 11: UNIT 6: WORK SMART 
Reading: Collaborating with Others 
Listening: Check Stock Items, Working with Cloud 
Services 
Case Study: Cloud Technology: Apple Puts Itself in 
the Cloud 
Meeting 12: UNIT 6: WORK SMART 
Speaking: The Impact of Cloud Technolog 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 54-
56 

Week 7 

Meeting 13: UNIT 7: CORPORATE IMAGE 
Reading: Corporate Culture 
Listening: Making Changes to Products, Corporate 
Donation 
Case Study: Corporate Donations: Microsoft 
Founder's Heart of Gold 
Meeting 14: UNIT 7: CORPORATE IMAGE 
Speaking: The Importance of Cor 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 62-
64 
 

Week 8 Meeting 15: UNIT 8: COMPANY PROFITS Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 70-



Reading: Stocks and Shares 
Listening: Reading an Annual Report, Going 
Bankruptcy 
Case Study: General Motors Survives Bankruptcy 
Meeting 16: UNIT 8: COMPANY PROFITS 
Speaking: Restructuring a Business 
Writing: Investment 

72 
 

Week 9 

Meeting 17: UNIT 9: TACTICAL DECISIONS 
Reading: Mergers and Acquisitions 
Listening: Acquiring Other Companies, Teaming Up 
for Success 
Case Study: Forming Alliances: Nukan and 
Volksfone Merger 
Meeting 18: UNIT 9: TACTICAL DECISIONS 
Speaking: Forming Allian 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 78-
80 
 

Week 10 

Meeting 19: UNIT 10: HUMAN RESOURCES 
Reading: Retaining Employees 
Listening: Retaining Employees with Incentives, 
Filtering Talents for Hire 
Case Study: Headhunting: Target Nova 
Headhunting Services 
Meeting 20: UNIT 10: HUMAN RESOURCES 
Speaking: Benefits 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 90-
92 
 

Week 11 

Meeting 21: UNIT 11: ENTREPRENEURSHIP 
Reading: Workin g for Yourself 
Listening: Being Your Own Boss, Funding Your 
Ideas 
Case Study: Crowdfunding: Make Your Dreams 
Come True with Kickstarter 
Meeting 22: UNIT 11: ENTREPRENEURSHIP 
Speaking: Benefits and Risk 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 98-
100 
 

Week 12 

Meeting 23: UNIT 12: THE FUTURE OF BUSINESS 
Reading: What is the Future? 
Listening: Predicting the Future of Business, 
Following the E-commerce Trend 
Case Study: E-Commerce: Rakuten Takes a Lead in 
E-Commerce 
Meeting 24: UNIT 12: THE FUTURE OF BUSINESS 
Sp 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 106-
108 
 

Week 13 Case Study Group Presentation Preparation 
 

Case Study Group Presentation 
Preparation 

Week 14 

Meeting 1: Case Study Group Presentation 
Preparation 
Meeting 2: Case Study Group Presentation: First 
Groups 

Case Study Group Presentation 
Preparation 
 

Week 15 
Meeting 1: Case Study Group Presentation: Second 
Groups 
Meeting 2: Class questionnaire, Consultation 

Send feedback through e-mail 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED116-
Y52 

2.科目名 リーディング総合２ L4（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 フィゴーニ啓子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 高校(英語) 中学(英語) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Objective: 
This course is for improving reading , vocabulary, grammar, and test-taking skills through 
a  
business-focused textbook.  
Abstract: 
Students will analyze  business documents, emails, conversations, and announcements 
related to  
  business. They will discuss current topics found in the work place.  In addition, 
students will practice   
  TOEIC-style tests in order to boost their scores and enhance their confidence. 
Students are required to  
  actively participate in pairs and groups during class. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students can 
1. improve comprehension of business related passages and learn about business 
matters 
2. develop reading skills such as scanning, skimming, and grasping main ideas 
3. increase reading speed and fluency  
4. strengthen grammar skills 
5. improv 

19.教科書・教材 Work Advantage 3  (Cengage Learning), Joseph Henley 
20.参考文献 to be announced in class 

21.成績評価 

In-class work (quizzes, reports, activities)= 60% ,   
Final exam =40% 
毎授業、小テスト、レポート、クラスパフォーマンスが評価される。 
最終成績はそれぞれの点数の平均点が合算され、その 60％が平常点(in-class work)になる。 
レポート、ホームワーク等の未提出は各ー３％減点される。 
第 29 回目の授業で final exam(40%)を行う。  
 

22.コメント 

1. 毎授業、B5 サイズのルーズリーフ、コンピュータを持参すること。 
2. コロナ等の諸事情により急遽オンラインクラスになった場合は、WebClass で連絡事項を 
 確認して、Zoom ミーティングに参加すること。 
3.体調不良により出席停止になった場合は、速やかにメールで連絡を入れること。 

23.オフィスアワー 授業の前後、合間に教室または講師控室にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Day 1 
Orientation (Syllabus),  Self-introduction 
Day 2 

 
Day 2 Homework 
           Vocabulary 



Unit 1 Building a Brand 
*Vocabulary practice, reading, discussion 

Week 2 

Day 1 
Unit 1 (2)  
*Vocabulary, reading, speaking, listening 
Day 2 
Unit 1 (3) 
*Reading, writing  
*pair/group work 
 

Day 1  Homework 
           Reading  
Day 2 Homework 
            Vocabulary 

Week 3 

Day 1 
Unit 2 Product Marketing 
*Vocabulary, reading, listening 
Day 2 
Unit 2 
*reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 
 

Week 4 

Day 1 
Unit 3 Product Procurement 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 3 
*Reading, speaking, writing  
*pair/group work 
 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 5 

Day 1 
Review 1  test 
Unit 4 Sales Presentation 
*Vocabulary, reading  
    
Day 2 
Unit 4 
*Listening, speaking, writing  
  *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 6 

Day 1 
Unit 5 Quality Control 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 5 
*Reading, speaking, writing 
 *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 7 

Day 1 
Unit 6 Business Goals 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 



Unit 6 
*Reading, speaking, writing  
*pair/group work 

Review the unit 

Week 8 

Day 1 
Review 2  test 
Unit 7  Company Basics 
*Vocabulary, reading, listening    
    
Day 2 
Unit 7 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 9 

Day 1 
Unit 8 Company Performance 
*Vocabulary, reading, listening  
    
Day 2 
Unit 8 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 10 

Day 1 
Unit 9 Business Ethics 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 9 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 11 

Day 1 
Review 3  test 
Unit 10  Finances 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 10 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 12 

Day 1 
Unit 11 Company Location 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 11 
*Reading, speaking, writing 
 *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 13 
Day 1 
Unit 12  Corporate Sprite 
*Vocabulary, reading, listening 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 



    
Day 2 
Unit 12 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 14 

Day 1 
Review 4  test 
Day 2 
Mini TOEIC test 
 

Day 1  Homework 
Preparation for the final exam 
 

Week 15 

Day 1 
Final Exam 
Final day 
Consolidation 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG202-
M51 

2.科目名 公共サービス論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川脇康生 

5.授業科目の区分 

展開科目 
地域マネジメント分野
の実務経験のある教員
による授業 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、公共サービスについての理論と実践を学ぶことを目的にしています。 
まず公共の定義を行い、公共を担うさまざまなプレーヤー（国・地方自治体、非営利組織、
営利組織、社会的企業など）について、それぞれの社会的役割を詳しく解説します。特に私
たちが認識を新たにしなければならないことは、国・地方自治体だけでなく、⺠間組織や私
たち一人ひとりも公共経営の一翼を担っているということです。当事者意識をもって私たち
が公共経営に携わらなければならないことは、世界的潮流といっていいでしょう。それに加
えて、そうならざるを得ない日本特有の事情もあります。それは継続的な景気の悪化により
日本が⻑らく苦しんできた財政赤字の存在です。社会問題を解決するには多くの財政支出を
必要とするからです。それだけではありません。国・地方自治体と⺠間組織が一丸となっ
て、社会問題の解決に挑まなければならないほど、日本の社会問題は多岐にわたり複雑化し
ています。このような状況下にあり、私たちは公共をどうやって経営したらいいのでしょう
か。 
私たちが公共経営をより有効的かつ効率的に運営するための手法について学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.公共とは何かを説明できる 
2.公共経営の課題と解決の方法について、意見を持つことができる 
3.社会貢献の課題と世界市⺠としての自覚を持つことができる 

19.教科書・教材 講義資料を webclass にアップします。 
20.参考文献 ?永佳甫編「公共経営学入門」大阪大学出版会 2015 年 4 月 

21.成績評価 
1. 毎回の講義でのワークシートの提出（個人ワーク及びグループワークの提出） 40% 
2. 出身地の地域活性化戦略の発表（プレゼンテーション） 20% 
3. 学期末レポート 40% 

22.コメント 

政府・自治体の厳しい財政状況から、小さな政府、⺠間でできることは⺠間に、中央集権か
ら地方分権等への既存の体制を改革していく必要が生じています。そして、新しい公共サー
ビスのあり方が模索が始まっています。 
公共サービスの基礎から学んでも、一緒に新しい方向やあり方を考えましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼休み（4 号館 5 階） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
9/26 

【第 1 回】ガイダンス、公共とは何か〜消滅可能性
都市を事例に日本の課題を考える〜 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 2 回 
10/3 【第 2 回】政府のしくみと役割 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 3 回 
10/17 

【第 3 回】市⺠社会と地方自治 
復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 



ノートパソコンを持参すること 

第 4 回 
10/24 

【第 4 回】日本の社会問題と経済（少子高齢化、教
育、財政赤字、労働生産性、国際競争力・・） 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 5 回 
10/31 

【第 5 回】新しい公共経営〜我が国の様々な社会課
題の対応に向けて〜 
 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 6 回 
11/7 

【第 6 回】北欧（デンマーク）の福祉政策の事例研
究 
 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 7 回 
11/14 

【第 7 回】財務省「少子化の要因と少子化社会に関
する研究会」報告書 
 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 8 回 
11/21 

【第 8 回】公共経営の戦略マネジメントモデル 
 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 9 回 
11/28 【第 9 回】SWOT 分析を用いた公共経営の分析 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 10 回 
12/5 

【第 10 回】地元自治体（三木市）の事例分析、地方
創生―成功の方程式は存在するのか 
 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 11 回 
12/12 
 

【第 11 回】公共経営とソーシャル・キャピタル（社
会関係資本） 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 12 回 
12/19 
 

【第 12 回】グローバル化と新しい公共 
復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 13 回 
1/16 

【第 13 回】高齢社会と社会保障 
復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 14 回 
1/23 

【第 14 回】出身地の地域再生戦略の発表（学生発表
１） 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 

第 15 回 
1/30 

【第 15 回】出身地の地域再生戦略の発表（学生発表
２） 

復習：今回テーマの復習及び授業ノートの整
理、ワークシートの提出 
ノートパソコンを持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG306-
A51 

2.科目名 防災教育 (教育福祉学科) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫、松尾和宣 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 選択 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、学校園や施設等のセーフティ･マネージメントに関して理解し、防災・防犯に
関しての方策を具体的に提案できる力を身に付けることを目的とします。 
【概要】 
〇通学途中や学校内で様々な被害や事故に遭遇する事件が頻発しているが、不審者の侵入や
校内での事故を防ぐために学校としてどのような安全対策を講じているかを検証する。 
〇問題事案が起こった時に、解決策はどのようにすればよいか、最近の事例を基に防犯対策
などを検証する。 
〇学校という集団生活の場において災害や事故発生時の学校と自宅の保護者との連携の取り
方やその訓練方法など、地域の防災計画、そして、学校での事故等の対応について検証す
る。 
〇教職員として、災害直後の具体的な動きを阪神淡路大震災、東北大震災等の事例を基に検
討する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの①自律性 ④問題発見･解決力 ⑥専門的知識･解決力に関連し
ています。 
（１）学校園･施設等で発生するリスクをイメージし、対応策を考えることができる 
（２）自然災害発災の状況を理解し、減災の方法について考えることができる 
（３）阪神･淡路大震災、東日本大震災の事実を知り、その教訓を伝承しようとする意欲を
もつ 
（４）学校園での「いじめ」「体罰」「校内事故」等の今日的課題を捉え、解決方法を協議す
ることができる。 

19.教科書・教材 特に使わない。毎回プリントを配布する。 

20.参考文献 
1．適宜、資料を配布します。 
2．その他、関連サイトの URL や関連資料は授業中に紹介します。. 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです 
・毎時間の授業ワークシート  ２０％《学習目標(1)に対応》 
・学校事故に関するレポート  ２０％《学習目標(4)に対応》 
・自然災害に関するレポート  ２０％《学習目標(2)(3)に対応》 
・学級における児童の安全安心に関するレポート  ２０％《学習目標(4)に対応》 
・学級における教師の安全安心に関するレポート  ２０％《学習目標(4)に対応》 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
〇プロローグ 
授業の内容と進め方 学校園・施設安全にかかわる幼
児・児童・生徒の問題 

安全教育についての復習と次回の予習 

第 2 回 

１．安全教育の目標 
２．安全教育の重点 
３．安全教育の領域と構造 
４．安全教育の各領域の内容 
〇災害安全に関する内容① 
 

安全教育の復習と次回の予習 

第 3 回 〇生活安全に関する内容 
・生活安全についてグループワーク 

生活安全の復習と交通安全についての予習 

第 4 回 
〇交通安全に関する内容  
・交通安全についてグループワーク 

《課題》 
「学校事故」に関するレポート作成 

第 5 回 
〇災害安全に関する内容② 
・災害安全についてのグループワーク 
 

災害安全の復習 

第 6 回 〇学校内の安全管理とリスクマネージメント 
リスクマネージメントの復習と防災教育の予
習 

第 7 回 
〇過去の自然災害に学ぶ防災教育① 
・自然災害に関してのグループワーク 過去の災害についての予備調査 

第 8 回 
〇過去の自然災害に学ぶ防災教育 
・調査内容の発信（グループ内） 
 

《課題》自然災害に関するレポート作成 

第 9 回 〇学校事故の事例と対策  

第 10 回 
〇学級における子どもたちの「安全・安心」について
考える① 
 ・いじめについて考える《グループワーク》 

いじめに関する事後調査と体罰に関する予備
調査 
《課題》学級における児童の安全安心に関す
るレポート 

第 11 回 
〇学級における子どもたちの「安全・安心」について
考える② 
 ・体罰について考える《グループワーク》 

体罰に関する事後調査 

第 12 回 

〇学級における教師の「安全・安心」について考える
① 
 ・授業づくりのコツについて理解する。 
 

指導案作成の事前調査 

第 13 回 

〇学級における教師の「安全・安心」について考える
② 
 ・大人（同僚や上司、保護者）との関わりについて
考える 
 

 

第 14 回 
学級における「安全･安心」のまとめ 
 ・子ども理解と自己理解 
 ☆レポート作成 

《課題》学級における教師の安全安心に関す
るレポート 

第 15 回 
〇まとめと課題 
・学校教育と防災士  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG306-
M51 

2.科目名 防災教育 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
<防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目> 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 人間学Ⅱ、防災入門の単位取得が望ましい 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】 
 大災害において企業に対する被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存
続させるために必用となる、災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去
の災害における企業対応の成功・失敗事例などから学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

企業において、平常時には大災害への備え、災害発生時には、必要な課題を的確に判断し
て、先頭に立って、必要なコミュニケーションをとりながらリーダーシップを発揮した防災
活動をするなど、企業を通じて地域社会に貢献できる能力を身につける。 
【ベンチマーク】 
社会的能動性：L3 
問題発見力：L3 

19.教科書・教材 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物：50% 
総括レポート：50% 

22.コメント 
卒業後に企業や組織に就職した際、職員の防災教育や危機管理マニュアルの作成、防災訓練
の実施などに際して、責任者を補佐できるような能力を身につけましょう。このスキルは、
就職に際しても、大きな強みとなります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
金曜 4 限 
9/30〜12/23 
1/6,20 

<講師名は 2021 年度のもの。講師日程は、今後の調
整により変更になる場合があります> 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出 
(各回共通) 

第 1 回 
(9/30) 

企業におけるリスクと対策 
<企業活動にはどのようなリスクが伴うのか、外部環
境や発生要因について学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出してもらうので、カ
メラ機能の付いたスマホか PC を持参のこと
(各回共通) 

第 2 回 
(10/07) 
 

企業の危機管理事例 
<リスクアセスメント①：リスクアセスメントの理
解、スポーツにおけるリスクアセス作成のグループ討
議> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川龍三  

ノート PC 持参のこと 
 



         関⻄国際大学教授 村田昌彦 

第 3 回 
(10/14) 

組織的対応（クロスロード） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法について WS 形
式で考える（課題１）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中綾子 
 

 

第 4 回 
(10/21) 
 

危機対応①（自社安全管理） 
<企業活動における自社の安全管理策、危機管理など
について、阪神淡路大震災の経験と教訓をベースに具
体的に学ぶ> 
講師：神⼾新聞経営企画部⻑ 小森 準平 

 

第 5 回 
(10/28) 

企業の危機管理（災害・事故対策） 
<自然災害や事故などにより、企業経営上甚大な影響
を受けた事例、防止対策、今後想定される災害への備
え等について、過去の災害や事故の実例から学ぶ> 
講師:(一社)ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ協会広報部⻑(ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｽ㈱) ⻑井直士 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 6 回 
(11/04) 

組織的対応（不祥事対応等を考えるワークショップ） 
<災害や不祥事などの危機に直面した企業の緊急かつ
重要な決断に際して、複数の選択肢から、それぞれの
得失について想定しながら、より状況に適した対処法
について WS 形式で考える（課題２）> 
講師: 関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 7 回 
(11/11) 
 

組織的対応（ディベート） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法についてディベー
ト形式で考える（課題３）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中 綾子、教授 村田 昌
彦 

 

第 8 回 
(11/18) 

災害時における地域社会への貢献 
<平常時に地域と築いた関係を活かして、災害時に地
域社会に対してどのような貢献ができるか、それによ
り企業イメージ・信頼度がどのように変化するのかに
ついて学ぶ> 
講師：三ツ星ベルト株式会社経営企画室 社⻑室 山口 
兼司 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦  
 

 

第 9 回 
(11/25) 
 

リスクアセスメント演習① 
<リスクアセスメント②：グループ討議：授業中に起
きた地震を想定> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 



第 10 回 
(12/2) 

リスクアセスメント演習② 
<リスクアセスメント③：⽕災のリスクと対策、高層
ビルの⽕災(ﾀﾜｰﾘﾝｸﾞｲﾝﾌｪﾙﾉ事前配布･視聴)> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
      関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 11 回 
(12/9) 
 

企業における新たな危機管理①（人為災害） 
<企業を取り巻く最近の新たな危機について様々な事
例から学ぶ（業務上過失致傷、交通事故）> 
講師：関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 12 回 
(12/16) 

企業における新たな危機管理②（サイバーセキュリテ
ィ） 
<企業の新たなリスクとして急増するサイバー攻撃に
対する企業の危機管理(ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ)について学ぶ> 
講師： 
       関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 13 回 
(12/23) 

学校防災教育の実践と成果 
<阪神･淡路大震災後の経験と教訓を活かした防災教
育を展開してきた兵庫県立舞子高校から、防災教育の
手法、防災分野で活躍している卒業生などについて学
ぶ＞ 
講師：兵庫県立舞子高校環境防災科教諭 桝田 順子 
関⻄国際大学教授 村田 昌彦 
 

 

第 14 回 
(1/6) 
第 15 回 
(1/20) 
 

BCP（サプライチェーン） 
<災害時に、関係機関を含めてサプライチェーンをど
のように確保し、企業活動を継続するかについて、企
業の具体的な取組みについて学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
総括レポート作成・提出 
<例（課題は授業中にアナウンスします） 
各自が就職を希望する企業をモデルケースとして、考
えられる脅威、リスクを想定して、リスクが危機事案
とならないようにする対応策について考えて、レポー
トにまとめる> 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG306-
y51 

2.科目名 防災教育 （2019 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
<防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目> 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 人間学Ⅱ、防災入門の単位取得が望ましい 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】 
 大災害において企業に対する被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存
続させるために必用となる、災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去
の災害における企業対応の成功・失敗事例などから学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

企業において、平常時には大災害への備え、災害発生時には、必要な課題を的確に判断し
て、先頭に立って、必要なコミュニケーションをとりながらリーダーシップを発揮した防災
活動をするなど、企業を通じて地域社会に貢献できる能力を身につける。 
【ベンチマーク】 
社会的能動性：L3 
問題発見力：L3 

19.教科書・教材 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物：50% 
総括レポート：50% 

22.コメント 
卒業後に企業や組織に就職した際、職員の防災教育や危機管理マニュアルの作成、防災訓練
の実施などに際して、責任者を補佐できるような能力を身につけましょう。このスキルは、
就職に際しても、大きな強みとなります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
金曜 4 限 
9/30〜12/23 
1/6,20 

<講師名は 2021 年度のもの。講師日程は、今後の調
整により変更になる場合があります> 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出 
(各回共通) 

第 1 回 
(9/30) 

企業におけるリスクと対策 
<企業活動にはどのようなリスクが伴うのか、外部環
境や発生要因について学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出してもらうので、カ
メラ機能の付いたスマホか PC を持参のこと
(各回共通) 

第 2 回 
(10/07) 
 

企業の危機管理事例 
<リスクアセスメント①：リスクアセスメントの理
解、スポーツにおけるリスクアセス作成のグループ討
議> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川龍三  

ノート PC 持参のこと 
 



         関⻄国際大学教授 村田昌彦 

第 3 回 
(10/14) 

組織的対応（クロスロード） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法について WS 形
式で考える（課題１）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中綾子 
 

 

第 4 回 
(10/21) 
 

危機対応①（自社安全管理） 
<企業活動における自社の安全管理策、危機管理など
について、阪神淡路大震災の経験と教訓をベースに具
体的に学ぶ> 
講師：神⼾新聞経営企画部⻑ 小森 準平 

 

第 5 回 
(10/28) 

企業の危機管理（災害・事故対策） 
<自然災害や事故などにより、企業経営上甚大な影響
を受けた事例、防止対策、今後想定される災害への備
え等について、過去の災害や事故の実例から学ぶ> 
講師:(一社)ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ協会広報部⻑(ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｽ㈱) ⻑井直士 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 6 回 
(11/04) 

組織的対応（不祥事対応等を考えるワークショップ） 
<災害や不祥事などの危機に直面した企業の緊急かつ
重要な決断に際して、複数の選択肢から、それぞれの
得失について想定しながら、より状況に適した対処法
について WS 形式で考える（課題２）> 
講師: 関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 7 回 
(11/11) 
 

組織的対応（ディベート） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法についてディベー
ト形式で考える（課題３）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中 綾子、教授 村田 昌
彦 

 

第 8 回 
(11/18) 

災害時における地域社会への貢献 
<平常時に地域と築いた関係を活かして、災害時に地
域社会に対してどのような貢献ができるか、それによ
り企業イメージ・信頼度がどのように変化するのかに
ついて学ぶ> 
講師：三ツ星ベルト株式会社経営企画室 社⻑室 山口 
兼司 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦  
 

 

第 9 回 
(11/25) 
 

リスクアセスメント演習① 
<リスクアセスメント②：グループ討議：授業中に起
きた地震を想定> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 



第 10 回 
(12/2) 

リスクアセスメント演習② 
<リスクアセスメント③：⽕災のリスクと対策、高層
ビルの⽕災(ﾀﾜｰﾘﾝｸﾞｲﾝﾌｪﾙﾉ事前配布･視聴)> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
      関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 11 回 
(12/9) 
 

企業における新たな危機管理①（人為災害） 
<企業を取り巻く最近の新たな危機について様々な事
例から学ぶ（業務上過失致傷、交通事故）> 
講師：関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 12 回 
(12/16) 

企業における新たな危機管理②（サイバーセキュリテ
ィ） 
<企業の新たなリスクとして急増するサイバー攻撃に
対する企業の危機管理(ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ)について学ぶ> 
講師： 
       関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 13 回 
(12/23) 

学校防災教育の実践と成果 
<阪神･淡路大震災後の経験と教訓を活かした防災教
育を展開してきた兵庫県立舞子高校から、防災教育の
手法、防災分野で活躍している卒業生などについて学
ぶ＞ 
講師：兵庫県立舞子高校環境防災科教諭 桝田 順子 
関⻄国際大学教授 村田 昌彦 
 

 

第 14 回 
(1/6) 
第 15 回 
(1/20) 
 

BCP（サプライチェーン） 
<災害時に、関係機関を含めてサプライチェーンをど
のように確保し、企業活動を継続するかについて、企
業の具体的な取組みについて学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
総括レポート作成・提出 
<例（課題は授業中にアナウンスします） 
各自が就職を希望する企業をモデルケースとして、考
えられる脅威、リスクを想定して、リスクが危機事案
とならないようにする対応策について考えて、レポー
トにまとめる> 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG401-
M51 

2.科目名 復興論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、阪神・淡路大震災を例に、その復興にまつわる政策的諸課題について講義しま
す。大災害からの復興が議論する領域は、人々の生活再建にとどまらず、地域社会の再生、
経済活動の復興等、幅広い分野にわたります。そこで、第一に、阪神・淡路大震災を例に、
大災害が被災地域に及ぼした社会・経済的影響、政府や法制度の問題、その後の地域社会・
経済の状況等について、事例や文献、研究等を紹介しつつ、大災害と地域経済の関連性につ
いて理解を深めます。これにより、今後、日本で発生の蓋然性が高いとされる大災害が発生
した場合に、被災地域の復興や被災者の生活再建どのような情報や視点が必要なのか理解す
ることができます。第二に、神⼾を含む大災害の⻑期的な経済復興の現状について紹介しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP の（４）問題発見解決力、（６）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
①大災害にまつわる政策的議論について包括的に理解できる。 
②今後の大災害に向けた地域社会のあり方について、自らの考え方に基づいて議論できる。 
③災害復興が目指す都市形成の事例についての知識を深める。 
 

19.教科書・教材 林敏彦「大災害の経済学」PHP 新書 
20.参考文献 適宜授業中に示す 

21.成績評価 
授業中の提出物 6０％ 学習目標①、③に対応 
最終レポート ４０％ 学習目標②、総括・振り返りに対応。 
 

22.コメント 
災害は環太平洋地域の国々では今や共通の社会・経済的問題と言えます。 
国際的な社会的課題について関心のある方の履修を勧めます。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

第１回 世界の大災害と阪神淡路大震災 
第２回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第３回 
第４回 

第３回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（２） 
第４回 阪神・淡路大震災の 緊急対応とそれをめぐ
る諸問題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第５回 
第６回 

第５回 法と政治に何ができたのか。（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第７回 第６回 市⺠から見る阪神・淡路大震災 （１） 復習、授業ノート の整理 



第８回 本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 持参物 教科書、ノー ト 

第９回 
第１０回 

第７回 緊急対応から災害復興へ  
第８回 阪神・淡路震災の 直接経済被害と復興財源 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１１回 
第１２回 

第９回 阪神・淡路大震災の復興財政とその後の財政
支出 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１３回 
第１４回 

第１０回 災害復興計画とその幻  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１５回 
第１６回 

第 1１回 震災後 10 年とその間の諸問題  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１７回 
第１８回 

第１２回 報告に向けての調査設計 
本講義は④グループワークに基づいて授業を行いま
す。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１９回 
第２０回 

第１３回 阪神・淡路大震災復興基金 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２１回 
第２２回 

第１４回 震災後の経済的復興の課題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２３回 
第２４回 

第１５回 阪神・淡路大震災とは 何であったのか 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２５回 
第２６回   

第２７回 
第２８回 

  

第２９回 
第３０回 

  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG401-
y51 

2.科目名 復興論 （2019 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、阪神・淡路大震災を例に、その復興にまつわる政策的諸課題について講義しま
す。大災害からの復興が議論する領域は、人々の生活再建にとどまらず、地域社会の再生、
経済活動の復興等、幅広い分野にわたります。そこで、第一に、阪神・淡路大震災を例に、
大災害が被災地域に及ぼした社会・経済的影響、政府や法制度の問題、その後の地域社会・
経済の状況等について、事例や文献、研究等を紹介しつつ、大災害と地域経済の関連性につ
いて理解を深めます。これにより、今後、日本で発生の蓋然性が高いとされる大災害が発生
した場合に、被災地域の復興や被災者の生活再建どのような情報や視点が必要なのか理解す
ることができます。第二に、神⼾を含む大災害の⻑期的な経済復興の現状について紹介しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP の（４）問題発見解決力、（６）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
①大災害にまつわる政策的議論について包括的に理解できる。 
②今後の大災害に向けた地域社会のあり方について、自らの考え方に基づいて議論できる。 
③災害復興が目指す都市形成の事例についての知識を深める。 
 

19.教科書・教材 林敏彦「大災害の経済学」PHP 新書 
20.参考文献 適宜授業中に示す 

21.成績評価 
授業中の提出物 6０％ 学習目標①、③に対応 
最終レポート ４０％ 学習目標②、総括・振り返りに対応。 
 

22.コメント 
災害は環太平洋地域の国々では今や共通の社会・経済的問題と言えます。 
国際的な社会的課題について関心のある方の履修を勧めます。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

第１回 世界の大災害と阪神淡路大震災 
第２回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第３回 
第４回 

第３回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（２） 
第４回 阪神・淡路大震災の 緊急対応とそれをめぐ
る諸問題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第５回 
第６回 

第５回 法と政治に何ができたのか。（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第７回 第６回 市⺠から見る阪神・淡路大震災 （１） 復習、授業ノート の整理 



第８回 本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 持参物 教科書、ノー ト 

第９回 
第１０回 

第７回 緊急対応から災害復興へ  
第８回 阪神・淡路震災の 直接経済被害と復興財源 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１１回 
第１２回 

第９回 阪神・淡路大震災の復興財政とその後の財政
支出 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１３回 
第１４回 

第１０回 災害復興計画とその幻  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１５回 
第１６回 

第 1１回 震災後 10 年とその間の諸問題  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１７回 
第１８回 

第１２回 報告に向けての調査設計 
本講義は④グループワークに基づいて授業を行いま
す。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１９回 
第２０回 

第１３回 阪神・淡路大震災復興基金 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２１回 
第２２回 

第１４回 震災後の経済的復興の課題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２３回 
第２４回 

第１５回 阪神・淡路大震災とは 何であったのか 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２５回 
第２６回   

第２７回 
第２８回 

  

第２９回 
第３０回 

  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM101-
A81 

2.科目名 災害と安全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件 教職科目 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

災害について、一人の被災者から、地域、国、地球全体への影響を考え、また、発災直後か
ら中⻑期までの影響を多角的に捉え、安全を確立するための知恵と力を持つ人になることを
目的とする。 
災害にはどのようなものがあるのか、実際に身の回りでどのようなことが起きるのか、非常
時に人はどうなるのか、について具体的に考えてみる。その上で、被災者、援助者、遺族に
はどのような心理的支援が必要であるかを考える。一方で、人の持つ力にも注目し、災害か
らの回復と予防についても考察を深めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち、2.社会や他者に能動的に貢献す
る姿勢、4.問題発見解決力、6.専門的知識技術の活用の学修に関連します。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①災害の多様性について説明できる 
②災害が与える影響について多角的に理解し対応できる 
③被災者・被害者への適切な支援ができる 
④危険から身を守る工夫について知り、人にもアドバイスができる 
⑤防災、減災の知識を持ち、人に説明できる 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

コミュニケーションシート         4 点×13 回   ５２％ 
中間振り返り                                           
24% 
総括振り返り                                24% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス コミュニケーションシートの提出 
第 2 回 災害分類 コミュニケーションシートの提出 
第 3 回 災害心理 コミュニケーションシートの提出 
第 4 回 被災地での心のケア コミュニケーションシートの提出 
第 5 回 援助者のケア コミュニケーションシートの提出 
第 6 回 被害者・遺族へのケア コミュニケーションシートの提出 
第 7 回 レジリエンス コミュニケーションシートの提出 
第 8 回 中間振り返り  
第 9 回 身を守る工夫 コミュニケーションシートの提出 
第 10 回 子どもと災害 コミュニケーションシートの提出 
第 11 回 災害弱者 コミュニケーションシートの提出 
第 12 回 災害からの回復 コミュニケーションシートの提出 
第 13 回 国際防災・人道支援 コミュニケーションシートの提出 



第 14 回 心の減災教育 コミュニケーションシートの提出 
第 15 回 総括振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM101-
Y51 

2.科目名 災害と安全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件 教職科目 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

災害について、一人の被災者から、地域、国、地球全体への影響を考え、また、発災直後か
ら中⻑期までの影響を多角的に捉え、安全を確立するための知恵と力を持つ人になることを
目的とする。 
災害にはどのようなものがあるのか、実際に身の回りでどのようなことが起きるのか、非常
時に人はどうなるのか、について具体的に考えてみる。その上で、被災者、援助者、遺族に
はどのような心理的支援が必要であるかを考える。一方で、人の持つ力にも注目し、災害か
らの回復と予防についても考察を深めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち、2.社会や他者に能動的に貢献す
る姿勢、4.問題発見解決力、6.専門的知識技術の活用の学修に関連します。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①災害の多様性について説明できる 
②災害が与える影響について多角的に理解し対応できる 
③被災者・被害者への適切な支援ができる 
④危険から身を守る工夫について知り、人にもアドバイスができる 
⑤防災、減災の知識を持ち、人に説明できる 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

コミュニケーションシート         4 点×13 回   ５２％ 
中間振り返り                                           
24% 
総括振り返り                                24% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス コミュニケーションシートの提出 
第 2 回 災害分類 コミュニケーションシートの提出 
第 3 回 災害心理 コミュニケーションシートの提出 
第 4 回 被災地での心のケア コミュニケーションシートの提出 
第 5 回 援助者のケア コミュニケーションシートの提出 
第 6 回 被害者・遺族へのケア コミュニケーションシートの提出 
第 7 回 レジリエンス コミュニケーションシートの提出 
第 8 回 中間振り返り  
第 9 回 身を守る工夫 コミュニケーションシートの提出 
第 10 回 子どもと災害 コミュニケーションシートの提出 
第 11 回 災害弱者 コミュニケーションシートの提出 
第 12 回 災害からの回復 コミュニケーションシートの提出 
第 13 回 国際防災・人道支援 コミュニケーションシートの提出 



第 14 回 心の減災教育 コミュニケーションシートの提出 
第 15 回 総括振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM102-
A81 

2.科目名 地域防災減災論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中綾子、村田昌彦 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学部 9.履修学年 
２年〜 
看護学科は 1 年〜 

10.取得資格の要件 

履修登録は秋学期開始時ま
でに行うこと。 
防災士試験受験者は、普通
救命士講習(本学あるいは
近隣消防署等によるもの）
を別途受講（３時間程度）
する必要がある。なお、セ
ンタープログラムの一環と
して秋学期に, 
三木、尼崎キャンパスにお
いて講習を実施予定(Web
講習の履修証明を者は 2 時
間) 
 

11.先修条件 人間学Ⅱを履修済みか履修中 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義中心 

16.履修制限 履修登録は秋学期当初の履修変更時に受け付ける（10 月 3 日まで。秋学期に救命士講習を
実施するため、秋学期末の履修登録は認めません）。 

17.授業の目的と概要 

 本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく生き抜くために必要と
なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発生時の対応などについて体系的に学
習する。 
 さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会を提供
し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す 
<防災士教本、防災士試験受験料、防災士登録料（合計 11,500 円）の一部は、協力企業から
の寄付金により補填され、自己負担金は 3,500 円。 
 自己負担金は、講義開講日に必要書類に添えて納入すること(詳細は別途連絡します)。 
 防災士試験に不合格でも受験しなくても自己負担金は返金しません> 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

将来各方面で活躍するなかで、地域や組織における防災リーダーとして安全・安心をけん引
していける人材を育成することを目標とする。 

19.教科書・教材 
防災士教本、各講師作成資料 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献 防災リテラシー（森北出版） 

21.成績評価 

開講日前日まで：WebClass の各種問題の予習(5%) 
授業終了まで：WebClass による予習・復習･試験対策問題(45%) 
計 50%（WebClass 使用） 
総括試験：40% 
防災士試験の合否：10%（年度内に防災士試験が実施されない場合は総括試験を 50%とす



る） 
<防災士試験受験は、WebClass の各種問題等を行い、総括試験 70%程度以上の成績を有す
る者に、原則受験資格を与える予定> 
WebClass にアクセスできる PC かタブレット等（スマホでも可）、防災士教本を毎回持参の
こと 

22.コメント 

毎回の授業に加えて、授業前の練習問題、授業期間中の確認問題などをキッチリこなして、
防災士資格の取得を目指してください。 
救命士講習は、極力秋学期期間中に最寄りの消防署で受講すること。 
大学での受講希望者は、Outlook Mail からの連絡などに速やかに対応してください。 
連絡は Outlook Mail を使用するので、メールのチェック(携帯への自動転送)を必ず行ってく
ださい。 
【講師名、設定日時は予定です。変更の場合があります】 

23.オフィスアワー 

センタープログラムの一環として、普通救命講座を秋学期中に 3 時間程度実施予定（三木キ
ャンパス、尼崎キャパスで各消防署に講師依頼）。その他、学内講師でも実施予定（日時
は、１０月中に連絡予定）。 
受講できない者は、自宅所在地の消防署、三木消防署、尼崎消防署、神⼾市消防署が毎月実
施する普通救命士講習を、集中講義開講までに受講しておくこと。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
(１日目:2/** 
2 限 ) 
 

ハザードと災害(防災と減災) 
関⻄国際大学 教授 村田昌彦 
 

WebClass による予習(開講までに事前練習
問題取り組み)、授業後の復習は必須。 
毎回、WebClass を活用するので、ノートＰ
Ｃ，タブレットを持参のこと（スマホでも
可） 
＜毎回共通＞ 

第２回 
(１日
目; :2/** 3
限 ） 

行政対応と災害法制度 <地域防災計画、災害対策基
本法、災害救助法> 
講師：関⻄国際大学  教授 村田昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第３回 
(１日
目；:2/** 
 ４限） 

災害発生の歴史と仕組みと被害<地盤災害等：地震・
津波> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第４回 
(１日
目；:2/** 
 ５限） 

 災害発生の歴史と仕組みと被害 <台風、風水害､強
風･⻯巻、土砂災害> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第５回 
（２日
目；:2/** 
 ２限） 

災害発生の歴史と仕組みと被害<⽕山・⽕災> 
講師：関⻄国際大学経営学部 講師  田中綾子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通  
 

第６回 
（２日
目；:2/** 
 ３限） 

防災訓練の実践、災害と危機管理 
講師：東京大学リサーチフェロー（兵庫県広域防災セ
ンター） 
    田中 健一 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第７回 
（２日
目；:2/** 

被災者の心理<避難と避難行動、災害と流言・風評> 
講師：関⻄国際大学 人間心理学科 教授 道免逸子  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 



 ４限） 
第８回 
（２日
目；:2/** 
 ５限） 

災害医療・看護 <応急救急･救命､トリアージ、避難
所と仮設住宅> 
講師：関⻄国際大学保健医療学部 教授 松田 宣子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第９回 
（３日
目；:2/** 
 ２限） 

防災情報 <予警報、緊急地震速報､被害･避難者情報> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 10 回 
（３日
目；:2/** 
 ３限） 

企業・都市における防災総論 ＜都市経営と災害、
BCP＞ 
講師：松本茂樹 (兵庫大学現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部⻑ 教授)  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 11 回 
（３日
目；:2/** 
 ４限） 

自助・共助・公助  <耐震診断と補強、身近でできる
防災対策> 
講師：経営学部 講師  田中綾子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 12 回 
（３日
目；:2/** 
 ５限） 

防災まちづくり ＜ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・地域の復旧と復興＞ 
講師： 経営学科教授 村田昌彦  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 13 回 
（４日
目； :2/** 
 ２限 ) 
 

学校防災<特別講義> 
学校の教職員に必要となる、学校における災害からの
安全・安心確保について、包括的に学ぶ 
講師：関⻄国際大学教授 齋藤富雄 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 14 回 
（４日
目；:2/** 
 ３限） 

ライフラインの被害と復旧＜ライフライン・交通イン
フラ＞ 
講師：関⻄国際大学 教授 村田 昌彦 
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 
 

第 15 回 
（４日
目；:2/** 
 ４限）  
第 16 回 
（４日
目；:2/** 
 ５限） 

期末総括テスト 
防災士試験対策 
第 16 回目に、履修者のうち受験資格が確認できた者
は全員（原則）、日本防災士機構による防災士試験を
受験 

WebClass を活用するので、ノートＰＣ，タ
ブレットを持参のこと 
<総括テストは PC かタブレット使用。スマ
ホ不可。> 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM102-
M81 

2.科目名 地域防災減災論 （看護学科） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学部 9.履修学年 
２年〜 
看護学科は 1 年〜 

10.取得資格の要件 

履修登録は秋学期開始時ま
でに行うこと。 
防災士試験受験者は、普通
救命士講習(本学あるいは
近隣消防署等によるもの）
を別途受講（３時間程度）
する必要がある。なお、セ
ンタープログラムの一環と
して秋学期に, 
三木、尼崎キャンパスにお
いて講習を実施予定(Web
講習の履修証明を者は 2 時
間) 
 

11.先修条件 人間学Ⅱを履修済みか履修中 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義中心 

16.履修制限 履修登録は秋学期当初の履修変更時に受け付ける（10 月 3 日まで。秋学期に救命士講習を
実施するため、秋学期末の履修登録は認めません）。 

17.授業の目的と概要 

 本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく生き抜くために必要と
なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発生時の対応などについて体系的に学
習する。 
 さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会を提供
し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す 
<防災士教本、防災士試験受験料、防災士登録料（合計 11,500 円）の一部は、協力企業から
の寄付金により補填され、自己負担金は 3,500 円。 
 自己負担金は、講義開講日に必要書類に添えて納入すること(詳細は別途連絡します)。 
 防災士試験に不合格でも受験しなくても自己負担金は返金しません> 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

将来各方面で活躍するなかで、地域や組織における防災リーダーとして安全・安心をけん引
していける人材を育成することを目標とする。 

19.教科書・教材 
防災士教本、各講師作成資料 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献 防災リテラシー（森北出版） 

21.成績評価 

開講日前日まで：WebClass の各種問題の予習(5%) 
授業終了まで：WebClass による予習・復習･試験対策問題(45%) 
計 50%（WebClass 使用） 
総括試験：40% 
防災士試験の合否：10%（年度内に防災士試験が実施されない場合は総括試験を 50%とす



る） 
<防災士試験受験は、WebClass の各種問題等を行い、総括試験 70%程度以上の成績を有す
る者に、原則受験資格を与える予定> 
WebClass にアクセスできる PC かタブレット等（スマホでも可）、防災士教本を毎回持参の
こと 

22.コメント 

毎回の授業に加えて、授業前の練習問題、授業期間中の確認問題などをキッチリこなして、
防災士資格の取得を目指してください。 
救命士講習は、極力秋学期期間中に最寄りの消防署で受講すること。 
大学での受講希望者は、Outlook Mail からの連絡などに速やかに対応してください。 
連絡は Outlook Mail を使用するので、メールのチェック(携帯への自動転送)を必ず行ってく
ださい。 
【講師名、設定日時は予定です。変更の場合があります】 

23.オフィスアワー 

センタープログラムの一環として、普通救命講座を秋学期中に 3 時間程度実施予定（三木キ
ャンパス、尼崎キャパスで各消防署に講師依頼）。その他、学内講師でも実施予定（日時
は、１０月中に連絡予定）。 
受講できない者は、自宅所在地の消防署、三木消防署、尼崎消防署、神⼾市消防署が毎月実
施する普通救命士講習を、集中講義開講までに受講しておくこと。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
(１日目:2/** 
2 限 ) 
 

ハザードと災害(防災と減災) 
関⻄国際大学 教授 村田昌彦 
 

WebClass による予習(開講までに事前練習
問題取り組み)、授業後の復習は必須。 
毎回、WebClass を活用するので、ノートＰ
Ｃ，タブレットを持参のこと（スマホでも
可） 
＜毎回共通＞ 

第２回 
(１日
目; :2/** 3
限 ） 

行政対応と災害法制度 <地域防災計画、災害対策基
本法、災害救助法> 
講師：関⻄国際大学  教授 村田昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第３回 
(１日
目；:2/** 
 ４限） 

災害発生の歴史と仕組みと被害<地盤災害等：地震・
津波> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第４回 
(１日
目；:2/** 
 ５限） 

 災害発生の歴史と仕組みと被害 <台風、風水害､強
風･⻯巻、土砂災害> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第５回 
（２日
目；:2/** 
 ２限） 

災害発生の歴史と仕組みと被害<⽕山・⽕災> 
講師：関⻄国際大学経営学部 講師  田中綾子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通  
 

第６回 
（２日
目；:2/** 
 ３限） 

防災訓練の実践、災害と危機管理 
講師：東京大学リサーチフェロー（兵庫県広域防災セ
ンター） 
    田中 健一 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第７回 
（２日
目；:2/** 

被災者の心理<避難と避難行動、災害と流言・風評> 
講師：関⻄国際大学 人間心理学科 教授 道免逸子  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 



 ４限） 
第８回 
（２日
目；:2/** 
 ５限） 

災害医療・看護 <応急救急･救命､トリアージ、避難
所と仮設住宅> 
講師：関⻄国際大学保健医療学部 教授 松田 宣子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第９回 
（３日
目；:2/** 
 ２限） 

防災情報 <予警報、緊急地震速報､被害･避難者情報> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 10 回 
（３日
目；:2/** 
 ３限） 

企業・都市における防災総論 ＜都市経営と災害、
BCP＞ 
講師：松本茂樹 (兵庫大学現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部⻑ 教授)  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 11 回 
（３日
目；:2/** 
 ４限） 

自助・共助・公助  <耐震診断と補強、身近でできる
防災対策> 
講師：経営学部 講師  田中綾子 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 12 回 
（３日
目；:2/** 
 ５限） 

防災まちづくり ＜ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・地域の復旧と復興＞ 
講師： 経営学科教授 村田昌彦  
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 13 回 
（４日
目； :2/** 
 ２限 ) 
 

学校防災<特別講義> 
学校の教職員に必要となる、学校における災害からの
安全・安心確保について、包括的に学ぶ 
講師：関⻄国際大学教授 齋藤富雄 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 

第 14 回 
（４日
目；:2/** 
 ３限） 

ライフラインの被害と復旧＜ライフライン・交通イン
フラ＞ 
講師：関⻄国際大学 教授 村田 昌彦 
 

WebClass を活用するので、ﾉｰﾄＰＣ，ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ持参のこと（なければｽﾏﾎ可）：各回共通 
 

第 15 回 
（４日
目；:2/** 
 ４限）  
第 16 回 
（４日
目；:2/** 
 ５限） 

期末総括テスト 
防災士試験対策 
第 16 回目に、履修者のうち受験資格が確認できた者
は全員（原則）、日本防災士機構による防災士試験を
受験 

WebClass を活用するので、ノートＰＣ，タ
ブレットを持参のこと 
<総括テストは PC かタブレット使用。スマ
ホ不可。> 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM202-
Y51 

2.科目名 危機管理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 
警察分野分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分  

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：将来企業人等として活動する際のリスクマネジメントを習得します。さらに日常生活
に近接している消費者犯罪を捉え、消費者としての安全の確保策を学び、安全安心な学生生
活、社会生活を送ることが出来る知識（セーフティーマネジメント力）の習得を目的として
います。 
概要：危機管理に関する歴史、現状、理論、学生それぞれが一消費者として陥りやすい消費
者犯罪についてその手口、被害防止策を学びます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰの(4)問題発見・解決力(6)専門的知識・技能の学修に関連しています。 
   
①危機管理が社会の中で問題となっている論点をのべることができる   
②問題発生時の事実と意見を区別することができる   
③犯罪に関連する専門的知識を獲得することができる 
 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使いません）。 

20.参考文献 前田雅英編集「現代危機管理論―現代の危機の諸相と対策」立花書房(2017) 
授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

・第 8 回講義終了後レポート「企業の危機に際する初動対応」の提出   40％   
 学習目標①、②に対応                
・総括効果測定 「消費者の被害防止対策に関するレポート」  最終講義日に提出  
60％    
学習目標③に対応 
※最終レポートに加えて、中間レポートも提出することが単位認定の前提になるとなるので
注意すること 
 

22.コメント 

・レポート作成に当たって   
 ①専門書、学術雑誌を利用し、出典を明示すること             
 ②ネット検索によるものは、公共機関の HP に基づき URL 等を明示すること 
 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
・オリエンテーション    
 授業の目標、内容、進め方、レポート作成等に関す
る説明 

ノートパソコン等を持参して下さい。 

第 2 回 
 

・危機管理の定義、歴史     
    国家、企業、個人レベルの危機管理とその要素、

予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く） 



危機管理の歴史 ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 3 回 
・テロリズム    日本におけるテロリズム、国際
テロリズム 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 
 

第 4 回 
・テロ対策    
 テロ対策と歴史  防犯カメラの技術 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 
 

第 5 回 
・捜査    
 テロ防止のための捜査方法 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 6 回 
 

・自然災害    
 警察官から見た阪神淡路大震災 有事対応各種施策
の取組み（実例） 

復習：前回授業の振り返り、質問  
ノートパソコン等を持参して下さい。 

第 7 回 ・企業の危機管理    
 対策  初動対応等 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 8 回 
・危機管理（対策）   
 情報収集と分析 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 9 回 
・企業犯罪（過失犯）交通事故    
 業務上過失致死、列車・航空機事故等  
 自動車運転処罰法（過失と故意） 危険運転 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 10 回 
・企業犯罪（横領等刑事法、消費者保護関連法）   
 定義、類型、実例等 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 11 回 
・消費者の安全（悪質商法、詐欺商法）   
 悪質商法の手口、特定商取引法、刑法（詐欺） 
 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 12 回 
・消費者の安全（消費者対策）   
 消費者団体等における被害防止対策 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 13 回 
・消費者の安全（偽ブランド）  
 海賊版 商法、著作権法等 
 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 



第 14 回 
・消費者の安全（金融事犯）    
 ヤミ金  出資法、貸金業法、銀行法 
 

復習：前回授業の振り返り、質問  
予習：WebClass で資料を事前提示(第 2 回
から 14 回まで  第 6 回を除く）ノートパ
ソコン等を持参して下さい。 

第 15 回 ・統括、振り返り ノートパソコン等を持参して下さい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM202-
Y52 

2.科目名 危機管理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 展開科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年生 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
観光学概論、経営学概論を履修しているこ
とが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

リスクには様々なものがありますが、この科目では純粋リスクを扱います。特に、経営上の
リスクに焦点を当て、観光業における個別事象のリスク管理から事業経営継続におけるリス
クマネジメントまで必要となる基本的な知識とスキルを修得することを目的とします。 
まず、基本的な考え方や理論を講義に基づき習得した後、具体的な事例を通じて、より実践
的な知識、手法などのポイントを学び、知識の定着を図ることとします。また、災害等の不
測の事態に備えるためのリスク管理だけでなく、組織的な原因などについても学習すること
で、観光産業にとどまらずあらゆる分野の経営において活用できるリスクマネジメントの修
得を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(4)問題発見・解決力】
【(6)専門的知識・技能の活用】に関連しています。 
本科目の学習目標は、以下のとおりです。 
①観光産業を例に企業の抱えるリスクの抽出と評価を行うことができる。 
②観光産業を例に企業の抱えるリスクについて具体的な対策を提案することができる。 
③リスク対策として事前に考え、備えるべき事項およびその前提となる組織風土について理
解し、説明できる。 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献  

21.成績評価 

①授業参画度・・・4０点 （講義の要点を的確に掴んで、参画意識をもって自発的にケー
ススタディに取り組む）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・２０点 （ケーススタディにおいて自らの意見を積極的に発信し、
他者の意見を傾聴する。ルーブリック-チームワークを評価基準とする。）※学習目標①、
②、③に対応に対応 
③確認テスト・・・4０点 ※学習目標①、②、③に対応 

22.コメント 

コロナなどリスクによる影響を実感している学生も多いと思います。この講義では、リスク
マネジメントの基本的なプロセスを理解するためにケーススタディなどを活用していきま
す。エアラインの安全管理部門において、ヒューマンエラーによる事故防止に取り組んだ経
験を活かし、履修する学生には、単なるリスクマネジメントだけではなく、会社の組織風土
にまで踏み込んでリスクへの備えを考えてもらいたいと考えています。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】
  

講義：オリエンテーション 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 



 出の方法、受講上の留意点について説明する。 
【第２回】
  
 

講義：危機に対する意識 
日本人における危機意識とその原因について考察す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 講義：リスクとは何か、リスクの種類 
リスクの概念と様々なリスクについて確認する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義：リスクマネジメントとリスクアセスメント 
リスクの管理と評価について確認する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第５回 
ケーススタディ① 
旅行業を例にケーススタディに取り組む。※個人ワー
クおよびグループワーク 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：ケーススタディの読み込み 

第６回 
ケーススタディ② 
旅行業を例にケーススタディに取り組む。※グループ
発表と解説 

ケーススタディについてグループで発表のた
めの資料を作成する。  
  
 

【第７回】 

講義：リスク戦略 
リスクへの処理手段としてのリスクコントロールおよ
びリスクファイナンスについて確認する。 
確認テスト① 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習及び確認テストに備えここ
までの振り返り 

【第８回】 

講義：リスク戦略：リスクの低減・リスク処理につい
て 
リスクをどこまで管理するのか、どの様な対策が有効
であるのかを考える。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 
ケーススタディ③： 
旅行業を例にケーススタディに取り組む。※グループ
ワーク・発表・解説 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１０
回】 

リスク管理計画・リスク対応の組織： 
リスク管理を組織的に行うための体制について考え
る。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：ケーススタディの読み込み 

【第１１
回】 

ケーススタディ④ 
危機管理組織に関するケーススタディに取り組む。※
個人ワークおよびグループワーク 
 

ケーススタディについてグループで発表のた
めの資料を作成する。 

【第１２
回】 

ケーススタディ⑤ 
危機管理組織に関するケーススタディに取り組む。※
発表と解説  
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義：リスク管理と組織に関する研究 
リスクの少ない組織とはどの様な組織かを考える。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義：マスコミ対策・レピュテーションリスク 
危機そのものから波及するリスクについて考える。 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１５
回】 

全体の振り返りと確認テスト② 
復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：確認テストに備えここまでの振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM301-
M51 

2.科目名 企業危機管理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
<防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目> 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 人間学Ⅱ、防災入門の単位取得が望ましい 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】 
 大災害において企業に対する被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存
続させるために必用となる、災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去
の災害における企業対応の成功・失敗事例などから学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

企業において、平常時には大災害への備え、災害発生時には、必要な課題を的確に判断し
て、先頭に立って、必要なコミュニケーションをとりながらリーダーシップを発揮した防災
活動をするなど、企業を通じて地域社会に貢献できる能力を身につける。 
【ベンチマーク】 
社会的能動性：L3 
問題発見力：L3 

19.教科書・教材 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物：50% 
総括レポート：50% 

22.コメント 
卒業後に企業や組織に就職した際、職員の防災教育や危機管理マニュアルの作成、防災訓練
の実施などに際して、責任者を補佐できるような能力を身につけましょう。このスキルは、
就職に際しても、大きな強みとなります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
金曜 4 限 
9/30〜12/23 
1/6,20 

<講師名は 2021 年度のもの。講師日程は、今後の調
整により変更になる場合があります> 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出 
(各回共通) 

第 1 回 
(9/30) 

企業におけるリスクと対策 
<企業活動にはどのようなリスクが伴うのか、外部環
境や発生要因について学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出してもらうので、カ
メラ機能の付いたスマホか PC を持参のこと
(各回共通) 

第 2 回 
(10/07) 
 

企業の危機管理事例 
<リスクアセスメント①：リスクアセスメントの理
解、スポーツにおけるリスクアセス作成のグループ討
議> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川龍三  

ノート PC 持参のこと 
 



         関⻄国際大学教授 村田昌彦 

第 3 回 
(10/14) 

組織的対応（クロスロード） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法について WS 形
式で考える（課題１）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中綾子 
 

 

第 4 回 
(10/21) 
 

危機対応①（自社安全管理） 
<企業活動における自社の安全管理策、危機管理など
について、阪神淡路大震災の経験と教訓をベースに具
体的に学ぶ> 
講師：神⼾新聞経営企画部⻑ 小森 準平 

 

第 5 回 
(10/28) 

企業の危機管理（災害・事故対策） 
<自然災害や事故などにより、企業経営上甚大な影響
を受けた事例、防止対策、今後想定される災害への備
え等について、過去の災害や事故の実例から学ぶ> 
講師:(一社)ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ協会広報部⻑(ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｽ㈱) ⻑井直士 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 6 回 
(11/04) 

組織的対応（不祥事対応等を考えるワークショップ） 
<災害や不祥事などの危機に直面した企業の緊急かつ
重要な決断に際して、複数の選択肢から、それぞれの
得失について想定しながら、より状況に適した対処法
について WS 形式で考える（課題２）> 
講師: 関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 7 回 
(11/11) 
 

組織的対応（ディベート） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法についてディベー
ト形式で考える（課題３）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中 綾子、教授 村田 昌
彦 

 

第 8 回 
(11/18) 

災害時における地域社会への貢献 
<平常時に地域と築いた関係を活かして、災害時に地
域社会に対してどのような貢献ができるか、それによ
り企業イメージ・信頼度がどのように変化するのかに
ついて学ぶ> 
講師：三ツ星ベルト株式会社経営企画室 社⻑室 山口 
兼司 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦  
 

 

第 9 回 
(11/25) 
 

リスクアセスメント演習① 
<リスクアセスメント②：グループ討議：授業中に起
きた地震を想定> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 



第 10 回 
(12/2) 

リスクアセスメント演習② 
<リスクアセスメント③：⽕災のリスクと対策、高層
ビルの⽕災(ﾀﾜｰﾘﾝｸﾞｲﾝﾌｪﾙﾉ事前配布･視聴)> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
      関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 11 回 
(12/9) 
 

企業における新たな危機管理①（人為災害） 
<企業を取り巻く最近の新たな危機について様々な事
例から学ぶ（業務上過失致傷、交通事故）> 
講師：関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 12 回 
(12/16) 

企業における新たな危機管理②（サイバーセキュリテ
ィ） 
<企業の新たなリスクとして急増するサイバー攻撃に
対する企業の危機管理(ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ)について学ぶ> 
講師： 
       関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 13 回 
(12/23) 

学校防災教育の実践と成果 
<阪神･淡路大震災後の経験と教訓を活かした防災教
育を展開してきた兵庫県立舞子高校から、防災教育の
手法、防災分野で活躍している卒業生などについて学
ぶ＞ 
講師：兵庫県立舞子高校環境防災科教諭 桝田 順子 
関⻄国際大学教授 村田 昌彦 
 

 

第 14 回 
(1/6) 
第 15 回 
(1/20) 
 

BCP（サプライチェーン） 
<災害時に、関係機関を含めてサプライチェーンをど
のように確保し、企業活動を継続するかについて、企
業の具体的な取組みについて学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
総括レポート作成・提出 
<例（課題は授業中にアナウンスします） 
各自が就職を希望する企業をモデルケースとして、考
えられる脅威、リスクを想定して、リスクが危機事案
とならないようにする対応策について考えて、レポー
トにまとめる> 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM301-
y51 

2.科目名 企業危機管理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
<防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目> 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 人間学Ⅱ、防災入門の単位取得が望ましい 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】 
 大災害において企業に対する被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存
続させるために必用となる、災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去
の災害における企業対応の成功・失敗事例などから学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

企業において、平常時には大災害への備え、災害発生時には、必要な課題を的確に判断し
て、先頭に立って、必要なコミュニケーションをとりながらリーダーシップを発揮した防災
活動をするなど、企業を通じて地域社会に貢献できる能力を身につける。 
【ベンチマーク】 
社会的能動性：L3 
問題発見力：L3 

19.教科書・教材 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物：50% 
総括レポート：50% 

22.コメント 
卒業後に企業や組織に就職した際、職員の防災教育や危機管理マニュアルの作成、防災訓練
の実施などに際して、責任者を補佐できるような能力を身につけましょう。このスキルは、
就職に際しても、大きな強みとなります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
金曜 4 限 
9/30〜12/23 
1/6,20 

<講師名は 2021 年度のもの。講師日程は、今後の調
整により変更になる場合があります> 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出 
(各回共通) 

第 1 回 
(9/30) 

企業におけるリスクと対策 
<企業活動にはどのようなリスクが伴うのか、外部環
境や発生要因について学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
 

☆講師指定のリフレクション課題レポートを
WebCla を使用して提出してもらうので、カ
メラ機能の付いたスマホか PC を持参のこと
(各回共通) 

第 2 回 
(10/07) 
 

企業の危機管理事例 
<リスクアセスメント①：リスクアセスメントの理
解、スポーツにおけるリスクアセス作成のグループ討
議> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川龍三  

ノート PC 持参のこと 
 



         関⻄国際大学教授 村田昌彦 

第 3 回 
(10/14) 

組織的対応（クロスロード） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法について WS 形
式で考える（課題１）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中綾子 
 

 

第 4 回 
(10/21) 
 

危機対応①（自社安全管理） 
<企業活動における自社の安全管理策、危機管理など
について、阪神淡路大震災の経験と教訓をベースに具
体的に学ぶ> 
講師：神⼾新聞経営企画部⻑ 小森 準平 

 

第 5 回 
(10/28) 

企業の危機管理（災害・事故対策） 
<自然災害や事故などにより、企業経営上甚大な影響
を受けた事例、防止対策、今後想定される災害への備
え等について、過去の災害や事故の実例から学ぶ> 
講師:(一社)ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ協会広報部⻑(ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｽ㈱) ⻑井直士 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 6 回 
(11/04) 

組織的対応（不祥事対応等を考えるワークショップ） 
<災害や不祥事などの危機に直面した企業の緊急かつ
重要な決断に際して、複数の選択肢から、それぞれの
得失について想定しながら、より状況に適した対処法
について WS 形式で考える（課題２）> 
講師: 関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 7 回 
(11/11) 
 

組織的対応（ディベート） 
<災害に直面した企業の緊急かつ重要な決断に際し
て、複数の選択肢から、それぞれの得失について想定
しながら、より状況に適した対処法についてディベー
ト形式で考える（課題３）> 
講師：関⻄国際大学講師 田中 綾子、教授 村田 昌
彦 

 

第 8 回 
(11/18) 

災害時における地域社会への貢献 
<平常時に地域と築いた関係を活かして、災害時に地
域社会に対してどのような貢献ができるか、それによ
り企業イメージ・信頼度がどのように変化するのかに
ついて学ぶ> 
講師：三ツ星ベルト株式会社経営企画室 社⻑室 山口 
兼司 
    関⻄国際大学教授 村田 昌彦  
 

 

第 9 回 
(11/25) 
 

リスクアセスメント演習① 
<リスクアセスメント②：グループ討議：授業中に起
きた地震を想定> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
       関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 



第 10 回 
(12/2) 

リスクアセスメント演習② 
<リスクアセスメント③：⽕災のリスクと対策、高層
ビルの⽕災(ﾀﾜｰﾘﾝｸﾞｲﾝﾌｪﾙﾉ事前配布･視聴)> 
講師：元 P&G アジア地区健康・環境危機管理統括 
古川 龍三 
      関⻄国際大学教授 村田 昌彦 

 

第 11 回 
(12/9) 
 

企業における新たな危機管理①（人為災害） 
<企業を取り巻く最近の新たな危機について様々な事
例から学ぶ（業務上過失致傷、交通事故）> 
講師：関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 12 回 
(12/16) 

企業における新たな危機管理②（サイバーセキュリテ
ィ） 
<企業の新たなリスクとして急増するサイバー攻撃に
対する企業の危機管理(ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ)について学ぶ> 
講師： 
       関⻄国際大学心理学部教授 髙橋 浩樹 

 

第 13 回 
(12/23) 

学校防災教育の実践と成果 
<阪神･淡路大震災後の経験と教訓を活かした防災教
育を展開してきた兵庫県立舞子高校から、防災教育の
手法、防災分野で活躍している卒業生などについて学
ぶ＞ 
講師：兵庫県立舞子高校環境防災科教諭 桝田 順子 
関⻄国際大学教授 村田 昌彦 
 

 

第 14 回 
(1/6) 
第 15 回 
(1/20) 
 

BCP（サプライチェーン） 
<災害時に、関係機関を含めてサプライチェーンをど
のように確保し、企業活動を継続するかについて、企
業の具体的な取組みについて学ぶ> 
講師：前 関⻄国際大学経営学科⻑ 松本茂樹 
総括レポート作成・提出 
<例（課題は授業中にアナウンスします） 
各自が就職を希望する企業をモデルケースとして、考
えられる脅威、リスクを想定して、リスクが危機事案
とならないようにする対応策について考えて、レポー
トにまとめる> 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM302-
M51 

2.科目名 防災・復興組織論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、阪神・淡路大震災を例に、その復興にまつわる政策的諸課題について講義しま
す。大災害からの復興が議論する領域は、人々の生活再建にとどまらず、地域社会の再生、
経済活動の復興等、幅広い分野にわたります。そこで、第一に、阪神・淡路大震災を例に、
大災害が被災地域に及ぼした社会・経済的影響、政府や法制度の問題、その後の地域社会・
経済の状況等について、事例や文献、研究等を紹介しつつ、大災害と地域経済の関連性につ
いて理解を深めます。これにより、今後、日本で発生の蓋然性が高いとされる大災害が発生
した場合に、被災地域の復興や被災者の生活再建どのような情報や視点が必要なのか理解す
ることができます。第二に、神⼾を含む大災害の⻑期的な経済復興の現状について紹介しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP の（４）問題発見解決力、（６）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
①大災害にまつわる政策的議論について包括的に理解できる。 
②今後の大災害に向けた地域社会のあり方について、自らの考え方に基づいて議論できる。 
③災害復興が目指す都市形成の事例についての知識を深める。 
 

19.教科書・教材 林敏彦「大災害の経済学」PHP 新書 
20.参考文献 適宜授業中に示す 

21.成績評価 
授業中の提出物 6０％ 学習目標①、③に対応 
最終レポート ４０％ 学習目標②、総括・振り返りに対応。 
 

22.コメント 
災害は環太平洋地域の国々では今や共通の社会・経済的問題と言えます。 
国際的な社会的課題について関心のある方の履修を勧めます。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

第１回 世界の大災害と阪神淡路大震災 
第２回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第３回 
第４回 

第３回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（２） 
第４回 阪神・淡路大震災の 緊急対応とそれをめぐ
る諸問題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第５回 
第６回 

第５回 法と政治に何ができたのか。（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第７回 第６回 市⺠から見る阪神・淡路大震災 （１） 復習、授業ノート の整理 



第８回 本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 持参物 教科書、ノー ト 

第９回 
第１０回 

第７回 緊急対応から災害復興へ  
第８回 阪神・淡路震災の 直接経済被害と復興財源 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１１回 
第１２回 

第９回 阪神・淡路大震災の復興財政とその後の財政
支出 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１３回 
第１４回 

第１０回 災害復興計画とその幻  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１５回 
第１６回 

第 1１回 震災後 10 年とその間の諸問題  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１７回 
第１８回 

第１２回 報告に向けての調査設計 
本講義は④グループワークに基づいて授業を行いま
す。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１９回 
第２０回 

第１３回 阪神・淡路大震災復興基金 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２１回 
第２２回 

第１４回 震災後の経済的復興の課題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２３回 
第２４回 

第１５回 阪神・淡路大震災とは 何であったのか 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２５回 
第２６回   

第２７回 
第２８回 

  

第２９回 
第３０回 

  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM302-
y51 

2.科目名 防災・復興組織論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、阪神・淡路大震災を例に、その復興にまつわる政策的諸課題について講義しま
す。大災害からの復興が議論する領域は、人々の生活再建にとどまらず、地域社会の再生、
経済活動の復興等、幅広い分野にわたります。そこで、第一に、阪神・淡路大震災を例に、
大災害が被災地域に及ぼした社会・経済的影響、政府や法制度の問題、その後の地域社会・
経済の状況等について、事例や文献、研究等を紹介しつつ、大災害と地域経済の関連性につ
いて理解を深めます。これにより、今後、日本で発生の蓋然性が高いとされる大災害が発生
した場合に、被災地域の復興や被災者の生活再建どのような情報や視点が必要なのか理解す
ることができます。第二に、神⼾を含む大災害の⻑期的な経済復興の現状について紹介しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP の（４）問題発見解決力、（６）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
①大災害にまつわる政策的議論について包括的に理解できる。 
②今後の大災害に向けた地域社会のあり方について、自らの考え方に基づいて議論できる。 
③災害復興が目指す都市形成の事例についての知識を深める。 
 

19.教科書・教材 林敏彦「大災害の経済学」PHP 新書 
20.参考文献 適宜授業中に示す 

21.成績評価 
授業中の提出物 6０％ 学習目標①、③に対応 
最終レポート ４０％ 学習目標②、総括・振り返りに対応。 
 

22.コメント 
災害は環太平洋地域の国々では今や共通の社会・経済的問題と言えます。 
国際的な社会的課題について関心のある方の履修を勧めます。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

第１回 世界の大災害と阪神淡路大震災 
第２回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第３回 
第４回 

第３回 阪神淡路大震災の発生。その時何が起きたか 
（２） 
第４回 阪神・淡路大震災の 緊急対応とそれをめぐ
る諸問題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第５回 
第６回 

第５回 法と政治に何ができたのか。（１） 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第７回 第６回 市⺠から見る阪神・淡路大震災 （１） 復習、授業ノート の整理 



第８回 本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 持参物 教科書、ノー ト 

第９回 
第１０回 

第７回 緊急対応から災害復興へ  
第８回 阪神・淡路震災の 直接経済被害と復興財源 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１１回 
第１２回 

第９回 阪神・淡路大震災の復興財政とその後の財政
支出 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１３回 
第１４回 

第１０回 災害復興計画とその幻  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１５回 
第１６回 

第 1１回 震災後 10 年とその間の諸問題  
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１７回 
第１８回 

第１２回 報告に向けての調査設計 
本講義は④グループワークに基づいて授業を行いま
す。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１９回 
第２０回 

第１３回 阪神・淡路大震災復興基金 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２１回 
第２２回 

第１４回 震災後の経済的復興の課題 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２３回 
第２４回 

第１５回 阪神・淡路大震災とは 何であったのか 
本講義は①PBL に基づいて授業を行います。 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２５回 
第２６回   

第２７回 
第２８回 

  

第２９回 
第３０回 

  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM303-
M51 

2.科目名 危機管理・防災演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中綾子 

5.授業科目の区分 
展開科目 
（防災・危機マネジメ
ント専攻コア科目） 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学部、人間科学部 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
「危機管理入門」「セーフティマネジメン
ト論」「危機管理リーダーシップ論」の単
位取得が望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

危機管理や災害対策現場で具体的に求められるスキルを身につけることを目的とする。特に
危機においては情報収集と発信が、防災においてはマニュアル等のルール整備と訓練の実施
は、重要な役割を果たす。そのため、取り扱いに必要な専門的な知識取得のための講義と、
実際に役立つ演習を組み合わせた授業を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（5）コミュニ
ケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①危機における情報収集の目的と方法について説明できる 
②危機における情報発信の目的と方法について説明できる 
③危機対応や防災を目的とした組織行動を理解し共同できる 
④危機管理マニュアルの目的の説明と作成ができる 
⑤防災訓練の企画立案・実施評価ができる 

19.教科書・教材 授業資料を web クラスで毎回データ配布します。また、ワークに必要な様式等は随時配布
します。 

20.参考文献 

◇『会社を守る「防災マニュアル」のつくり方』山根 義信  マネジメント社 2011 年 
◇『タイムライン 日本の防災対策が変わる』松尾一郎 廣済堂出版 2016 年 
◇『想定外に備える 企業災害対策マニュアル』キャスリン・マッキー 翔泳社 2011 年 
◇『フリーGIS ソフト MANDARA10 入門』谷謙二 古今書院 2018 年 
◇『スラスラわかる HTML＆CSS のきほん 第 2 版』狩野祐東 SB クリエイティブ 2018
年 

21.成績評価 
各回提出物：30% 
グループワークへの貢献：20％ 
成果物発表：50% 

22.コメント 

「セーフティマネジメント論」「危機管理入門」等において、防災・危機への組織的対応の
基礎的内容を理解している必要がある。 
これまでに学んだ知識を実際に活用し身につける展開科目である。 
グループごとに目標を定め、実施し、相互評価を行います。積極的な参画によって、組織に
貢献できる危機管理・防災力の向上を実感しよう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 研究室（４号館５階） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回
（9/28） 

＜オリエンテーション＞ 
この授業で身につける具体的な能力について考え、そ
の手法を理解する。 
グループ分けを行います。 

☆講師指定のリフレクション課題の提出
(WebClass 使用：第 1 回から 14 回まで各回
共通) 



 
第２回
（10/5） 

危機管理上の情報の取り扱いについて学ぶ① 
情報収集の手法 

 

第３回
（10/12） 

危機管理上の情報の取り扱いについて学ぶ② 
情報発信の手法-1 
 

 

第４回
（10/19） 

危機管理上の情報の取り扱いについて学ぶ③ 
情報発信の手法-2 
 

 

第５回
（10/26） 

情報の種類と効果について学ぶ 
動画、写真、テキスト、それぞれの特徴について理解
し、使い分ける。 

 

第６回
（11/2） 

危機管理・防災に関する企画① 
グループにおける活動を企画する。 
例 
・大学周辺の防災情報の WEB サイトを作成する 
・災害時の帰宅ルートマップを作成する 
・学生寮等の防災マニュアルを作成する 
・学生寮等の防災訓練を実施する 
・災害時の安否確認方法に関するマニュアルを作成す
る 
など 

 

第７回
（11/9） 

危機管理・防災に関する企画② 
グループにおける活動を企画を発表し、フィードバッ
クを受ける。 

 

第８回
（11/16） 

危機管理・防災に関する企画③ 
グループにおける活動の準備を行う。 

 

第９回
（11/30） 

危機管理・防災活動の実施① 
グループにおいて、活動を実施する。 

 

第 10 回
（12/7） 

危機管理・防災活動の実施② 
グループにおいて、活動を実施する。 

 

第 11 回
（12/14） 

危機管理・防災活動の実施③ 
グループにおいて、活動を実施する。  

第 12 回
（12/21） 

活動の中間発表と相互評価 
活動の記録を簡単にまとめ中間発表し、グループ間で
質疑を行う。 

 

第 13 回
（1/11） 

危機管理・防災活動の実施④ 
関係先の評価を受け、改善点をまとめる。  

第 14 回
（1/18） 

危機管理・防災活動の実施⑤ 
活動成果のまとめと最終発表の準備を行う。 

 

第 15 回
（1/25） 

最終発表と相互評価 
成果物を発表し、今後の改善策について提案する。
（35 点） 
他グループの発表内容を評価する。（15 点） 

web クラスを使用するため、ノート PC を持
参すること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM305-
M51 

2.科目名 安全安心社会特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
地域マネジメント専攻 
防災・危機マネジメント専攻 9.履修学年 ３回生 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義形式 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、社会の安全と人々の安心の双方に目配りしながら、具体的な社会問題への政策
対応について吟味しつつ、安全安心な社会の構築に向けた考え方を学ぶ。特に、ここでは２
０２０年以降、世界的な社会問題となっている Covid-19（新型コロナウィルス感染症）に
よるパンデミックを取り上げる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP の（４）問題発見解決力、（６）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
①パンデミックにまつわる政策的議論について包括的に理解できる。 
②ポスト・コロナ社会に向けた政策形成のあり方について、自らの考え方に基づいて議論で
きる。 
③感染症からの安全と人々の安心を考慮する際に、必要な政策アプローチについて説明する
ことができる。 
 

19.教科書・教材 特になし。 
20.参考文献 適宜授業中に紹介する。 

21.成績評価 

授業中の提出物、および中間レポートと最終レポートで評価する。 
授業中の提出物（３０％） ①に対応 
中間レポート（2０％） ②、③に対応 
最終レポート（3０％） ②、③に対応 
最終プレゼン（20%)②、③に対応 

22.コメント 新聞記事や文献について調査する事が多いので、根気のある学生の履修を求めます。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
パンデミックの始まり 
ダイヤモンド・プリンセス号の入港 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第２回 新型コロナウィルスの登場 復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第３回 各国政府の対応 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第４回 各国政府の対応（２） 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第５回 戦後初の緊急事態宣言 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第６回 緊急事態宣言の解除 復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第７回 経済対策 復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 



第８回 政治の安定性 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第９回 中間発表と最終レポート課題の発表 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１０回 ワクチンと変異株 復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１１回 防疫か、経済か 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１２回 コロナ戦略は正しかったのか 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１３回 とどまらない変異株の驚異 デルタ株〜オミクロン株 
復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１４回 日常への回帰ー感染症との共存 復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１５回 最終プレゼン 復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM308-
Y51 

2.科目名 サイバーセキュリティ論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

サイバーセキュリティ論Ⅰを履修した学生を前提としています。 
Ⅱにおいては、サイバー犯罪の捜査、企業のサイバーセキュリティー対策について学びま
す。 
講義への出席が原則です。 

17.授業の目的と概要 

目的：情巣収集、分析力を身に付け、データに基づく論理的思考力を養うことを目標としま
す。 
現代社会において必要とされるサイバーセキュリティに関する知識を習得し、サイバーリス
クマネジメント力を養成すること目的としています。 
概要：実際のサイバー犯罪捜査の方法等を学ぶとともに、企業の対策や取組、制度を学び社
会生活に求められるサイバーセキュリティの知識を習得し、サイバーセキュリティ意識の向
上を目指します。  この授業は三木キャンパスでは遠隔授業として実施します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰの(4)問題発見・解決力(6)専門的知識・技能の学修に関連しています。 
    
①サイバー犯罪等が社会の中で問題となっている論点を述べることができる  
②問題発生時の事実と意見を区別することができる   
③犯罪に関連する専門的知識を獲得することができる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使いません）。 

20.参考文献 
⻘林出版 概説サイバー犯罪 法令解説と捜査・公判の実際   
日科学技連 基礎から学ぶデジタル・フォレンジック  
授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

・第 8 回講義終了後レポート「サイバー犯罪の特徴、捜査方法について」の提出  40％  
学習目標③に対応  
               
・総括効果測定  「企業のサイバーセキュリティー対策に関するレポート」最終講義日に
提出    
 60％   
学習目標①、②に対応   
※最終レポートに加えて、中間レポートも提出することが単位認定の前提となるので注意す
ること 

22.コメント 
・レポート作成に当たっては 
①書籍、学術雑誌を利用し、出典を明示すること 
②ネット検索によるものは、公共機関の HP に基づき URL 等を明示すること 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

・オリエンテーション    
授業の目標、内容、進め方、レポート作成等に関する
説明 

ノートパソコン等を持参して下さい。 

第２回 サイバー犯罪の予防                 予習：WebClass で資料を事前提示               



 各種施策 
 

復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第３回 
サイバー犯罪の捜査                 
 特徴、捜査方法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第４回 
サイバー犯罪の捜査                 
 捜査方法、デジタル鑑識 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第５回 
サイバー犯罪の捜査                 
 遠隔操作、捜索差押 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第６回 
サイバー犯罪の捜査                 
 解析実務、育成 
 

予習：WebClass で資料を事前提示           
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第７回 
デジタルフォレンジック               
 解析技術と証拠 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第８回 
企業におけるサイバーセキュリティ          
 手口、インターネットバンキング 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第９回 
 

企業におけるサイバーセキュリティ          
 企業における対策、問題点 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 10 回 
企業におけるサイバーセキュリティ          
 企業における対策、問題点 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 11 回 
企業におけるサイバーセキュリティ          
 サイバーセキュリティ戦略 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 12 回 
企業におけるサイバーリスク             
 セキュリティガバナンス    
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 13 回 
企業におけるサイバーリスク             
 インシデント対応  
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 



第 14 回 
サイバー空間における危機管理            
 理論 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 15 回 総括、振り返り 
 

ノートパソコン等を持参して下さい。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM308-
m51 

2.科目名 サイバーセキュリティ論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

サイバーセキュリティ論Ⅰを履修した学生を前提としています。 
Ⅱにおいては、サイバー犯罪の捜査、企業のサイバーセキュリティー対策について学びま
す。 
講義への出席が原則です。 

17.授業の目的と概要 

目的：情巣収集、分析力を身に付け、データに基づく論理的思考力を養うことを目標としま
す。 
現代社会において必要とされるサイバーセキュリティに関する知識を習得し、サイバーリス
クマネジメント力を養成すること目的としています。 
概要：実際のサイバー犯罪捜査の方法等を学ぶとともに、企業の対策や取組、制度を学び社
会生活に求められるサイバーセキュリティの知識を習得し、サイバーセキュリティ意識の向
上を目指します。  この授業は三木キャンパスでは遠隔授業として実施します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰの(4)問題発見・解決力(6)専門的知識・技能の学修に関連しています。 
    
①サイバー犯罪等が社会の中で問題となっている論点を述べることができる  
②問題発生時の事実と意見を区別することができる   
③犯罪に関連する専門的知識を獲得することができる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使いません）。 

20.参考文献 
⻘林出版 概説サイバー犯罪 法令解説と捜査・公判の実際   
日科学技連 基礎から学ぶデジタル・フォレンジック  
授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

・第 8 回講義終了後レポート「サイバー犯罪の特徴、捜査方法について」の提出  40％  
学習目標③に対応  
               
・総括効果測定  「企業のサイバーセキュリティー対策に関するレポート」最終講義日に
提出    
 60％   
学習目標①、②に対応   
※最終レポートに加えて、中間レポートも提出することが単位認定の前提となるので注意す
ること 

22.コメント 
・レポート作成に当たっては 
①書籍、学術雑誌を利用し、出典を明示すること 
②ネット検索によるものは、公共機関の HP に基づき URL 等を明示すること 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

・オリエンテーション    
授業の目標、内容、進め方、レポート作成等に関する
説明 

ノートパソコン等を持参して下さい。 

第２回 サイバー犯罪の予防                 予習：WebClass で資料を事前提示               



 各種施策 
 

復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第３回 
サイバー犯罪の捜査                 
 特徴、捜査方法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第４回 
サイバー犯罪の捜査                 
 捜査方法、デジタル鑑識 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第５回 
サイバー犯罪の捜査                 
 遠隔操作、捜索差押 
 

予習：WebClass で資料を事前提示     
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第６回 
サイバー犯罪の捜査                 
 解析実務、育成 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第７回 
デジタルフォレンジック               
 解析技術と証拠 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第８回 
企業におけるサイバーセキュリティ          
 手口、インターネットバンキング 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第９回 
 

企業におけるサイバーセキュリティ          
 企業における対策、問題点 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 10 回 
企業におけるサイバーセキュリティ          
 企業における対策、問題点 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 11 回 
企業におけるサイバーセキュリティ          
 サイバーセキュリティ戦略 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 12 回 
企業におけるサイバーリスク             
 セキュリティガバナンス    
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 13 回 
企業におけるサイバーリスク             
 インシデント対応  
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 



第 14 回 
サイバー空間における危機管理            
 理論 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 15 回 総括、振り返り 
 

ノートパソコン等を持参して下さい。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2102-
Y51 

2.科目名 インテリア計画論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 瀬部明 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】建築とインテリアの違いは何か、取り扱うものがどう違うのか、さまざまな解説を
加えて説明できるようにします。 
【概要】インテリアを計画する上で必要な知識（材料、工法、様式や歴史）を身につけ、実
例を参考にしながら空間演出の説明や提案ができるようになります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「S3．新た
な文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連していま
す。 
①建築とインテリアの違いを説明できる 
②インテリアで用いる材料がわかり、提案できる 
③さまざまな空間で求められるインテリアを説明でき、提案できる 
④インテリアの表現方法の一つを体得でき、それを用いることができる 

19.教科書・教材 
教科書は使用しません。毎回レジメと参考資料を配布します。ただし、WebClass から各自
取り出してもらうものもあります。 

20.参考文献 講義中にたくさん紹介します。 

21.成績評価 

課題１  ：１０点（学習目標②③に対応） 
課題２  ：１０点（学習目標③④に対応） 
課題３  ：１０点（学習目標①③④に対応） 
講義中の課題：２０点（学習目標①②③④に対応） 
総括試験   ：５０点（学習目標①②③④に対応） 

22.コメント インテリア系の資格を取得するのであれば、是非とも受講しておいた方がいいです。 
23.オフィスアワー 講義前後で教室等で質問対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ 建築とインテリアの違い、仕事と資格 復習：各資格の取得要件を調べて講義で得た
知識の補足をしておく 

２ 建築・インテリアの発展、様式との闘い 
予習：⻄洋建築様式について流れを把握して
おく 
復習：レジメの補足 

３ 感覚と心理〜建築・インテリアと心理の相互関係〜 
予習：色彩について調べておく 
復習：レジメの補足 

４ 
インテリアマテリアル（１） 木材をはじめとする有
機系材料、内装制限 

課題１：各自の住まいで該当する材料の写真
を撮り、解説をつけてレジメを補足しておく 

５ インテリアマテリアル（２） 石材、金属系材料 
課題１：各自の住まいで該当する材料の写真
を撮り、解説をつけてレジメを補足しておく 

６ インテリアマテリアル（３） ガラス、プラスチック
系材料 

課題１：各自の住まいで該当する材料の写真
を撮り、解説をつけてレジメを補足しておく 

７ 住生活のインテリア（１） 快適な室内環境のために
必要なこと 

予習：重要キーワードについて調べておく 
復習：各自の住まいでの実例を整理しておく 



８ 住生活のインテリア（２） 「〜風」とは 
予習：インテリアスタイルとは何か調べてお
く 
復習：レジメの補足 

９ 住生活のインテリア（３） さまざまな家具 課題２：近現代の椅子について調べる 

１０ 
商空間のインテリア（１） 一般店舗（物販、飲
食）、ホテル、オフィス 

予習：チェーン展開している飲食店のインテ
リアの傾向について調べておく 
復習：レジメの補足 

１１ 交通機関のインテリア計画（駅、列車、バスなど） 課題３：素敵な駅、もしくは乗り物の紹介 
１２ インテリア計画と表現 講義で課した室内パース図を完成させる 

１３ 
福祉住環境のインテリア（１） 外せない鉄則（寸
法、色彩の配慮など） 

予習：福祉の空間を調べておく 
復習：福祉住環境コーディネーター公式テキ
ストを参照し、特に詳細な寸法について確認
しておく 

１４ 
福祉住環境のインテリア（２） 居室、浴室、トイ
レ、台所、階段、廊下など 

予習：各自の住まいの該当箇所の寸法を測定
しておく 
復習：各自の住まいの改善を検討する 

１５ これまでの講義の振り返りと試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2108-
Y52 

2.科目名 建築文化史（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・（観光学科 2019 年度以降入学生） 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
建築を学ぶ時に、過去の建築の歴史を知ることは最も基本的なことのひとつです。本講で
は、現代の日本の建築の歴史的背景を理解するために必要な近現代建築史についての基礎知
識を学びます。 
【概要】 
授業は集中講義とし、スライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら講義形式で進
め、授業内容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワー
クを行います。フィールドワークは学外において建築の見学・講義を行います。そこでわか
ったことを各自小レポートにまとめてください。また、DVD 等の映像を通して建築家の設
計した建築や建築設計の実例に関する知識を深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S3「新たな文化創造のための豊かな感
性を涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連しています。 
① 明治期の建築の特徴、および日本の建築と欧米の建築との関連を理解し説明できる。 
② 大正・昭和初期の建築の特徴、および日本の建築と欧米の建築との関連を理解し説明で
きる。 
③ 昭和期の建築の特徴、および日本の建築と欧米の建築との関連を理解し説明できる。 
④ 昭和・平成期の建築の特徴、および日本の建築と欧米の建築との関連を理解し説明でき
る。 

19.教科書・教材 授業時にプリントを配付します。 
※Web Class で配信します。 

20.参考文献 
『カラー版 建築と都市の歴史』 光井渉・太記祐一著 井上書院 
『建築の歴史 ⻄洋・日本・近代』 ⻄田雅嗣・矢ヶ崎善太郎著 学芸出版社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小レポート①＋プレゼンテーション 15％ [学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート②＋プレゼンテーション 15％ [学習目標②に対応] 
課題 3：小レポート③＋プレゼンテーション 15％ [学習目標③に対応] 
課題 4：小レポート④＋プレゼンテーション 15％ [学習目標④に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り]  
※原則として全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してくだ
さい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 



23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ガイダンス、明治期の建築 ⻄洋建築の導入 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 明治期の建築 日本人建築家の誕生 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク① 神⼾・阪神間の明治期の建築
（兵庫県公館など） 
小レポート①課題提示「明治期の建築について」 
※WebClass で配信します。（提出：第 4 回授業開始
まで） 

予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌
などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 4 回】 

小レポート①提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。   
小レポート①プレゼンテーション 
大正・昭和初期の建築 アメリカ合理主義、日本から
アジアへ 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
大正・昭和初期の建築 アール・ヌーヴォーから表現
主義へ 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② 神⼾・阪神間の大正・昭和初期
の建築（神⼾旧居留地など） 
小レポート②課題提示「大正・昭和初期の建築につい
て」 
※WebClass で配信します。（提出：第 7 回授業開始
まで） 

予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌
などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 7 回】 

小レポート②提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。  
小レポート②プレゼンテーション 
昭和期の建築 モダニズム 欧米での展開 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 昭和期の建築 モダニズム 日本へ 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 【アクティブ・ラーニング】 予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌



フィールドワーク③ 神⼾・阪神間の昭和期の建築
（日本真珠会館など） 
小レポート③課題提示「昭和期の建築について」 
※WebClass で配信します。（提出：第 10 回授業開始
まで） 

などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 10 回】 

小レポート③提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。   
小レポート③プレゼンテーション 
昭和期の建築 モダニズムの変容 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 昭和・平成期の建築 ポストモダニズム 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク④ 神⼾・阪神間の昭和・平成期の
建築（兵庫県立美術館など） 
小レポート④課題提示「昭和・平成期の建築につい
て」 
※WebClass で配信します。（提出：第 13 回授業開始
まで） 

予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌
などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 13 回】 

小レポート④提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。   
小レポート④プレゼンテーション 
平成の建築 環境建築 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 最近の建築から 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。近現代史の該当部分
を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 
まとめ 
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2109-
Y51 

2.科目名 建築材料 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
様々な建築材料を適切に選択し使用するための基礎的知識を学びます。 主に構造躯体に用
いられる木材、 鋼材、 コンクリートを中心として学習するほか、 建築各部の建築材料の
種類と性質についても学びます。 
【概要 
授業はスライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら講義形式で進め、授業内容を
より具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行います。
フィールドワークは工場や資料館などにて建築材料実物の見学および講義を行う予定で、そ
こでわかったことを各自小レポートにまとめてください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S1「修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力」の学修に関連しています。 
① 建築構造躯体に用いられる鋼材などの金属について性質、⻑所と短所などの特性を理解
し説明できる。 
② 建築構造躯体に用いられるコンクリートについて性質、⻑所と短所などの特性を理解し
説明できる。 
③ 建築構造躯体に用いられる木材について種類と性質、⻑所と短所などの特性を理解し説
明できる。 
④ 建築各部に用いられる材料の種類と性質および建築材料として求められる機能 

19.教科書・教材 『図説 やさしい建築一般構造』 今村仁美・田中美都 学芸出版社 
※建築一般構造（１）（２）と共通の教科書です。 

20.参考文献 『構造用教材』 日本建築学会編著 日本建築学会 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小レポート① 15％ [学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート② 15％ [学習目標②に対応] 
課題 3：小レポート③ 15％ [学習目標③に対応] 
課題 4：小レポート④ 15％ [学習目標④に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り] 
※原則として全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してくだ
さい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み（個人研究室） 



木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
建築構成部位と建築材料、構造材としての鋼材の種類
と性質 

予習：教科書 p.76-p.79 を読んで授業のイメ
ージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 構造材としての鋼材の⻑所と短所などの特性 

予習：教科書 p.76-p.79 を読んで授業のイメ
ージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク①大学キャンパスなどで用いられて
いる金属を調べる。 
小レポート①課題提示「建築に用いられている金属に
ついて」 
※WebClass で配信します。（提出：第 5 回授業時ま
で） 

予習：身近な建築や書籍などに掲載された建
築に鋼材がどのように使われているか観察し
てください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 4 回】 構造材としてのコンクリートの材料と性質 

予習：教科書 p.106-p.113 を読んで授業のイ
メージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
構造材としてのコンクリートの⻑所と短所などの特性 
小レポート①提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：教科書 p.106-p.113 を読んで授業のイ
メージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
演習 コンクリート試験練り体験 
小レポート②課題提示「コンクリート試験練りについ
て」 
※WebClass で配信します。（提出：第 8 回授業時ま
で） 

予習：身近な建築や書籍などに掲載された建
築にコンクリートがどのように使われている
か観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 7 回】 構造材としての木材の種類と性質 

予習：教科書 p.22-p.26 を読んで授業のイメ
ージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 
構造材としての木材の⻑所と短所などの特性 
小レポート②提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：教科書 p.22-p.26 を読んで授業のイメ
ージをつかんでください。これまでの見直し
をしてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② 木材について（予定：⽵中大工
道具館など） 
小レポート③課題提示「建築に用いられる木材」 
※WebClass で配信します。（提出：第 11 回授業時ま
で） 

予習：身近な建築や書籍などに掲載された建
築に木材がどのように使われているか観察し
てください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 10 回】 建築各部に用いられる材料の種類と性質（防水・屋 予習：教科書 p.158-p.171 を読んで授業のイ



根） メージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 
建築各部に用いられる材料の種類と性質（壁・床） 
小レポート③提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：教科書 p.158-p.171 を読んで授業のイ
メージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク③ 各種建築材料について（予定：
大学周辺） 
小レポート④課題提示「大学周辺の建築材料」 
※WebClass で配信します。（提出：第 14 回授業時ま
で）   
 

予習：身近な建築や書籍などに掲載された建
築の屋根材料に何が使われているか観察して
ください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 13 回】 建築各部に用いられる材料の種類と性質（天井・開口
部・階段） 

予習：教科書 p.172-186 を読んで授業のイ
メージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 
建築各部に用いられる材料の種類と性質（和室など） 
小レポート④提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：教科書 p.172-186 を読んで授業のイ
メージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 
まとめ 
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2111-
Y51 

2.科目名 インテリアコーディネート論（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
快適な住環境を実現するために必要な建築インテリア及び環境工学の各分野の基礎的な事項
の理解を図る 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。        
本科目の学習目標は  
①人間を取り巻く物理的な環境、すなわち光、温度、熱、空気、音、に関する基本的知識を
理解し説明できる。  
②生活の中の光、温熱環境などと学習内容を関連付けることができる。 

19.教科書・教材 図説 やさしい建築環境  
辻原万規彦 監修／今村仁美・田中美都 著 学芸出版社 

20.参考文献 
『インテリアコーディネーターハンドブック 統合版 下』 発行：公益財団法人インテリ
ア産業協会 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
毎講義後の振り返りレポート 14 回 ・・・70 点 （学習目標の①人間を取り巻く物理的
な環境、すなわち光、温度、熱、空気、音、に関する基本的知識を理解し説明できる。 に
対応） 
最終回に確認テスト・・・30 点 （②生活の中の光、温熱環境などと学習内容を関連付け
ることができる。に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 はじめに 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 2 回】 光環境 照明 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 3 回】 色彩 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 4 回】 温熱環境 温度と熱移動 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 5 回】 室温と熱負荷 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 6 回】 湿度と結露 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   



予習：次回の予習 

【第 7 回】 体感温度 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 8 回】 太陽と日射 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 9 回】 空気環境 室内空気汚染 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 10 回】 自然換気 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 11 回】 音環境 音の性質 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 12 回】 室内の音 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 13 回】 室内の音響 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 14 回】 地球環境 地球温暖化 ヒートアイランド 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 15 回】 振り返り 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2204-
Y51 

2.科目名 建築一般構造（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
建築の安全性の基礎となる建築構造の分類、特徴、構法などについての基礎知識を学びま
す。この授業では、おもに鉄骨構造・鉄筋コンクリート構造についての基礎知識を学びま
す。 
【概要】 
スライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら講義形式ですすめ、授業内容をより
具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行います。フィ
ールドワークは神⼾にある鉄骨構造建築や鉄筋コンクリート構造建築の見学および講義を行
い、そこでわかったことを各自小レポートにまとめてください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S1「修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力」の学修に関連しています。 
① 鉄骨構造の分類と各部の名称としくみ、⻑所や短所などの特徴や施工法を理解し説明で
きる。 
② 実際に鉄骨構造の⻑所を生かした建築について構造的特徴を理解し説明できる。 
③ 鉄筋コンクリート構造の分類と各部の名称としくみ、⻑所や短所などの特徴や施工法を
理解し説明できる。 
④ 実際に鉄筋コンクリート構造の⻑所を生かした建築について構造的特徴を理解し説明で
きる。 

19.教科書・教材 『図説 やさしい建築一般構造』 今村仁美・田中美都 学芸出版社 
※建築材料・建築一般構造（１）と共通の教科書です。 

20.参考文献 『構造用教材』 日本建築学会編著 日本建築学会 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小テスト①  15％ [中間まとめ・振り返り、学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート① 15％ [学習目標②に対応] 
課題 3：小テスト② 15％ [中間まとめ・振り返り、学習目標③に対応] 
課題 4：小レポート② 15％  [学習目標④に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り] 
※原則として全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してくだ
さい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み（個人研究室） 



木曜日Ⅲ限目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 建築物の構造の分類、鉄骨構造形式の分類 

予習：事前に教科書 p.80-p.84 を読んで授業
のイメージをつかんでください。普段から身
近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 鉄骨の接合方法（高力ボルト） 

予習：事前に教科書 p.85-p.87 を読んで授業
のイメージをつかんでください。普段から身
近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 鉄骨の接合方法（溶接） 

予習：事前に教科書 p.88-p.92 を読んで授業
のイメージをつかんでください。普段から身
近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 4 回】 鉄骨構造のフレームと耐震要素（継手と仕口） 

予習：事前に教科書 p.93-p.100 を読んで授
業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
鉄骨構造の柱脚・床・階段 
小テスト① ※WebClass で配信します。 

【ノート PC 持参】 
予習：事前に教科書 p.101-p.104 を読んで授
業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。これ
までの授業の復習をしてきてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。小テストの見直しをしてください。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク①（予定：大学周辺の鉄骨構造建
築） 
小レポート①課題提示「鉄骨構造の特徴を生かした建
築について」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 8 回授業
まで） 

予習：これまでの授業の復習をし、小テスト
①の見直しをしてきてください。普段から身
近な建築や建築雑誌などから鉄骨構造につい
て情報収集しておいてください。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 7 回】 鉄筋コンクリート構造形式の分類と原理 

予習：事前に教科書 p.114-p.118 を読んで授
業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 
鉄筋コンクリート構造の配筋標準 
小レポート①提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に教科書 p.119-p.123 を読んで授
業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 鉄筋コンクリート構造の各部躯体（梁・柱） 予習：事前に教科書 p.124-p.130 を読んで授



業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 10 回】 鉄筋コンクリート構造の各部躯体（床・壁・階段） 

予習：事前に教科書 p.131-p.134 を読んで授
業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 鉄筋コンクリート構造の型枠 
 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段から身近な建築
の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 
壁式鉄筋コンクリート構造 
小テスト② ※WebClass で配信します。 

【ノート PC 持参】 
予習：事前に教科書 p.135-p.138 を読んで授
業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。第７
回以降の授業の復習をしてきてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。小テストの見直しをしてください。 

【第 13 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク②（予定：大学周辺の鉄筋コンクリ
ート構造建築） 
小レポート②課題提示「鉄筋コンクリート構造の特徴
を生かした建築について」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 15 回授業
まで） 

予習：第７回以降の授業の復習をし、小テス
トの見直しをしてきてください。普段から身
近な建築や建築雑誌などから鉄筋コンクリー
ト構造について情報収集しておいてくださ
い。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 14 回】 その他の構造 

予習：事前に教科書 p.140-p.148 を読んで授
業のイメージをつかんでください。普段から
身近な建築の構造を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 

まとめ 
小レポート②提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。   
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2208-
Y51 

2.科目名 設計製図基礎（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件 設計製図基礎（１）を修得していること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

住宅の設計を行い、設計図及び模型を製作してプレゼンテーション図面として表現し発表
し、これからの住環境のあり方を考える。⼾建て住宅の平面、断面、立面を計画する技術を
習得する。 また、自分のアイディアを形にし、提案を図面や模型で表現してプレゼンテー
ションする力を身に付ける。 それを通してより良い住まいはどうあるべきかを考える。
「設計製図基礎（１）」で習得した技術を用いて住宅建築の設計製図課題を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。           
本科目の学習目標は  
①建築士・インテリアコーディネーター試験のうち製図分野の技術を習得します。  
②簡単な住宅の間取り図を描くことが出来る。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 『第三版 コンパクト設計資料集成』 日本建築学会 丸善 

21.成績評価 

提出された図面 50 点（学習目標の ①建築士・インテリアコーディネーター試験のうち製
図分野の技術を習得します。に対応 ）と 
プレゼンテーション、模型 50 点 （  ①建築士・インテリアコーディネーター試験のうち
製図分野の技術を習得します。と②簡単な住宅の間取り図を描くことが出来る。に対応） 

22.コメント 
授業は演習形式で行い、各自が課題を進めるものです。自分で考えて自分のアイディアを形
にするものなので、授業の時間外での考える時間や作業時間がとても重要であることを理解
して下さい。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 はじめに 住宅のプランニングについて 課題説明 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：参考事例の収集 

【第 2 回】 参考事例研究 資料収集 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：平面図の下書き 

【第 3 回】 平面図検討 エスキースチェック １ 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：平面図の下書き 

【第 4 回】 平面図検討 エスキースチェック ２ 
復習：今回の復習 平面図の整理       
予習：断面図の下書き 

【第 5 回】 断面図検討 エスキースチェック ３ 
復習：今回の復習 及び断面図の整理     
予習：立面図の下書き 

【第 6 回】 立面図検討 エスキースチェック ４ 復習：今回の復習 及び立面図の整理     



予習：模型材料の用意 

【第 7 回】 スタディ模型作成 復習：今回の復習 及び模型内容の整理     
予習：修正点の図面化 

【第 8 回】 案の修正 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：最終作図の準備 

【第 9 回】 平面図作図 
復習：今回の復習 及び 作図        
予習：断面図の準備 

【第 10 回】 断面図作図 
復習：今回の復習 及び図面の作図      
予習：立面図の準備 

【第 11 回】 立面図作図 復習：今回の復習 及び立面図の作図     
予習：模型材料の用意 模型用図面の用意 

【第 12 回】 模型作成 
復習：今回の復習 及び 模型の作成     
予習：不足図面、材料の用意 

【第 13 回】 模型作成 
復習：今回の復習 及び 模型の作成     
予習：不足図面、材料の用意 

【第 14 回】 プレゼンテーション作成 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：プレゼンテーションの完成 

【第 15 回】 作品発表講評会  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2210-
Y81 

2.科目名 ＣＡＤ（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻘山有希 

5.授業科目の区分 

専門科目/建築設計監理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 良好な学習環境を確保するために履修者数を最大 15 名とします。15 名を超えた場合は抽選
を行います。 

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、プレゼンテーション用建築図面の作成、2D 建築図面から 3D モデリ
ングと建築パースの作成、コンセプトの検討、コンセプトに応じたデザインの作成を行い、
それらをまとめて、建築プレゼンテーション図面を作成する基本技術を習得することことを
目的とします。 
【概要】具体的には、前半では、Jw̲cad の図面をプレゼンテーション用に装飾し、3D モデ
リングソフトの SketchUp の基本操作を学習した後、Jw̲cad の図面を SketchUp でモデリ
ングして建築のパースを作成します。 
後半では、コンセプトを検討し、コンセプトに応じたデザインを 3D 図形に適応し、それら
をプレゼンテーション図面としてまとめ、プレゼンテーションを行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の「S3．新たな文化創造のための豊かな
感性を涵養し、社会発展に貢献する力。」 の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①Jw̲cad で作成した図面の装飾ができる。 
②3D モデリングソフトの基本的な操作を理解し、簡単な家具や室内の 3D モデルの作成が
できる。 
③3D モデリングソフトを用いて、Jw̲cad で作成した住宅設計図のモデリングを行い、パー
スが作成できる。 
④コンセプトを作成し、コンセプトに応じたデザイン案を作成してプレゼンテーション図 

19.教科書・教材 
櫻井良明著『高校生から始める Jw̲cad 建築プレゼン入門[Jw̲cad8 対応版]』株式会社エク
スナレッジ(2019) 

20.参考文献 適宜資料を配布します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
・課題 1：Jw̲cad で作成した図面の装飾・・・小計 9 点 [学習目標①に対応] 
    課題 1-1（Jw̲cad 図面の装飾 1）・・・3 点 
    課題 1-2（Jw̲cad 図面の装飾 2）・・・3 点 
    課題 1-3（Jw̲cad プレゼン用写真と文字）・・・3 点 
・課題 2：簡単な家具や室内の 3D モデルの作成・・・小計 13 点 [学習目標②に対応] 
    課題 2-1（SketchUp の基本練習）・・・3 点 
    課題 2-2（コーヒーテーブルの作図）・・・2 点 
    課題 

22.コメント ・毎回段階を踏んで課題に取り組みますので、課題を提出しないと次の課題に取り組むこと



ができません。また、すべての課題が連続していますので、部分的に取り組むことはできま
せん。 
・欠席した場合も、次の授業までに課題を完成させて提出しておいてください。 
・質問はオフィスアワー以外でも、必要に応じて、メールや WebClass に設置した質問箱、
Teams の会議などでできる限り対応します。 
・最初の時間に PC の設定等行いますので、履修希望の人は出席するようにしてください。 
・遠隔対応、自宅学習のために、WindowsP 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応をします。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・「授業の概要説明」 
・「Jw-cad のインストール」 
・「SketchUp のインストール」 
・「OneDrive に作業フォルダを作成」 
・「プレゼン図面の作成準備」 
・実習「Jw̲cad の基本操作」（プリント配布、教科
書 pp.15〜18） 
 

（集中講義 1 日目）(第 1〜3 回） 
提出物：課題 1-1〜課題 1-3 を WebClass で
提出。提出期限は講義当日。 
復習：Jw̲cad の基本操作、着色の確認、練
習課題を再度自分で行う。 
予習：次回の教科書範囲を読んで理解する。 
自分の Windows ノート PC を持参（可能な
人のみ） 

【第 2 回】 

・実習「Jw̲cad の装飾-着色」（教科書 pp.29〜49）
（課題 1-1) 
・実習「Jw̲cad の装飾-図形データのダウンロード
と貼り付け」（教科書 pp.50〜56）  
（課題 1-2） 

 

【第 3 回】 

・実習「Jw̲cad 図面への写真の貼り付け」（教科書
pp.85〜95） 
・実習「Jw̲cad 図面への文字の記入」（教科書 pp.96
〜107） 
（課題 1-3） 

 

【第 4 回】 
・「プラグインインストール」 
・実習「SkechUp の基本」（教科書 pp.109〜134）
（課題 2-1） 

（集中講義 2 日目）(第 4〜6 回） 
提出物：課題 2-1〜課題 2-3 を WebClass で
提出。提出期限は講義当日。 
復習：SketchUp の基本操作をを再度自分で
行う。 
予習：次回の教科書の範囲を読んで理解す
る。 

【第 5 回】 
・実習「コーヒーテーブルの作図」(プリント配布） 
（課題 2-2）  

【第 6 回】 ・実習「室内 3D モデルの作成」(プリント配布）（課
題 2-3） 

 

【第 7 回】 

・実習「Jw̲cad 図面を SketchUp 用に加工」（教科
書 p.136）（課題 3-1） 
・実習「SketchUp へインポート、敷地などの作図」
（教科書 pp.136〜150）（課題 3-2） 

（集中講義 3 日目）(第 7〜9 回） 
提出物：課題 3-1、3-2 を WebClass で提
出。提出期限は講義当日。 
課題 4-1 を WebClass で提出。提出期限は
講義第 4 日目。 
復習：教科書を読み直して理解する。 
予習：次回の教科書の範囲を読んで理解す
る。 

【第 8 回】 ・実習「SketchUp で床などの作図」（教科書 pp.151  



〜157） 
・実習「Jw̲cad 立面図を SketchUp にインポート」
（教科書 pp.158〜165） 
（課題 3-2） 

【第 9 回】 

・「宿題レポートの解説」（課題 4-1） 
・実習「SketchUp で外壁や窓などの作図」（教科書
pp.166〜186） 
（課題 3-2） 

 

【第 10 回】 

・実習「SketchUp で外部建具、天井、屋根の作図」
（教科書 pp.187〜200） 
・実習「SketchUp で内壁、内部建具の作図」（教科
書 pp.201〜209） 
（課題 3-2） 

（集中講義 4 日目）(第 10〜11 回） 
提出物：課題 3-2、3-3 を WebClass で提
出。提出期限は講義当日。 
復習：今日の教科書の範囲を読み直して理解
する。 
予習：次回作成のコンセプトを検討し、イメ
ージ写真を探す。 

【第 11 回】 

・実習「SketchUp で家具、電化製品、設備機器、庭
の典型などの作図」（教科書 pp.210〜224）（課題 3-
2） 
・実習「Jw̲cad 図面でのプレゼン図面の作成」（教
科書 pp.225〜） （課題 3-3） 

 

【第 12 回】 ・実習「自分のデザイン案の作成」（課題 4-2） 

（集中講義 5 日目）(第 12〜13 回） 
提出物：課題 4-2、4-3 を WebClass（容量
が大きくて WebClass で提出できない場合
はメール）で提出。提出期限は講義当日。 
復習：コンセプトとデザイン案の再考 
予習：プレゼンテーションの練習 

【第 13 回】 
・実習「デザイン案のプレゼンテーション作成 1」
（コンセプト、パース、写真）（課題 4-3）  

【第 14 回】 
・実習「デザイン案のプレゼンテーション作成 2」
（立面図、断面図）（課題 4-4） 

（集中講義 6 日目）(第 14〜15 回） 
提出物：課題 4-4 を WebClass（容量が大き
くて WebClass で提出できない場合はメー
ル）で提出。提出期限は講義当日。 
WebClass の課題 4-5 に他の案の評価を記入
し提出」 
復習：他の学生のプレゼンテーションを参考
に自分のプレゼンテーション図面、プレゼン
テーションを再検討する。 

【第 15 回】 
・プレゼンテーション「作品のプレゼンテーション及
び他の案の評価」（課題 4-5）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2211-
Y51 

2.科目名 建築計画 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 建築を計画・設計するときに必要な建築計画学の基礎知識を学ぶ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力、の学修に関連しています。  
          
本科目の学習目標は  
①建築士・インテリアコーディネーター試験のうち計画分野の基礎知識を習得する。  
②生活と建築計画の関係を理解し説明できる。 

19.教科書・教材 
『世界で一番美しい建築デザインの教科書』 鈴木俊彦 松下希和 中山繁信著 発行エク
スナリッジ 

20.参考文献 第三版『コンパクト設計資料集成』 日本建築学会 丸善 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。   
毎講義後の振り返りレポート 14 回 ・・・70 点 （学習目標の①建築士・インテリアコ
ーディネーター試験のうち計画分野の基礎知識を習得する。に対応） と 
最終回に確認テスト・・・30 点（学習目標の②生活と建築計画の関係を理解し説明でき
る。 に対応） 

22.コメント 生活のなかで利用する建築物の計画意図に注意を払うようにしてください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
１章 はじめに  ２章 モノの空間とかたち ①形
の基本 ②かたち大きさスケール ③色光テクスチャ
ー 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 2 回】 
３章 巨匠の家具・インテリア ①家具インテリア 
②間仕切り家具 ③家具で用途を決める ④屋内設備 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 3 回】 
３章 巨匠の家具・インテリア ⑤家具＝建築 ⑥手
触り ⑦脚廻り ⑧プロダクトと建築 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 4 回】 
４章 人の寸法と空間の広さ ①人間の大きさ ②動
きが空間を決める ③心と体が決める椅子のかたち 
④モデュール 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 5 回】 
４章 人の寸法と空間の広さ ⑤コルビュジェとモデ
ュール ⑥カップマルタンとモデュール ⑦モデュー
ルの体系化 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 6 回】 ４章 人の寸法と空間の広さ  ⑧リビングに暖炉 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   



⑨寝室は寝るだけか ⑩キッチンの作業性 ⑪浴室と
トイレ ⑫階段とスロープ 

予習：次回の予習 

【第 7 回】 
５章 室内環境のデザイン ①窓の役割 ②全面ガラ
スで景色 ③壁の上の窓 ④横に連続した窓 ⑤窓の
開閉 ⑥天井の窓 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 8 回】 
５章 室内環境のデザイン ⑦穴の様な窓 ⑧日射と
窓 ⑨明かりの計画 ⑩デザインされた照明器具 ⑪
彫刻的照明器具 ⑫自然光と照明 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 9 回】 
６章 住宅デザインのポイント ①住宅設計のポイン
ト ②敷地の方位・形状 ③敷地から設計の手がかり
を ④暮らし方とかたち ⑤老夫婦の住まい 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 10 回】 
６章 住宅デザインのポイント ⑥開放的な家 ⑦子
育ての家 ⑧部屋の性質 ⑨居間の性質 ⑩ダイニン
グキッチンの基本 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 11 回】 
６章 住宅デザインのポイント ⑪ダイニングキッチ
ンの距離 ⑫寝室 ⑬収納 ⑭家具のしつらえ ⑮住
宅の中の内と外 ⑯縦方向のつながり 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 12 回】 

７章 集合住宅デザインのポイント ①計画のポイン
ト ②ユニット ③ユニットの並び ④囲み型、分散
型 ⑤重ね型 ⑥共通動線 ⑦個別通路方式 ⑧垂直
動線と片廊下 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 13 回】 

７章 集合住宅デザインのポイント ⑨中廊下型 ⑩
ユニットの開き方 ⑪１面開放型 ⑫２面開放型 ⑬
端部二面開放 ⑭ユニット内縦のつながり ⑮シェア
空間 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 14 回】 

８章 美しい街並みに住む ①美しい街 ②道と住ま
い ③プライバシーとセキュリティ ④コミュニティ
ー ⑤境界線を考える ⑥庭 ⑦外のリビング ⑧ア
プローチ ⑨迎える空間 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習 

【第 15 回】 まとめ 全体の振り返り 総括テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2306-
Y51 

2.科目名 設計製図演習（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件 設計製図基礎（１）（２）及び設計製図演
習（１）を修得していること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

公共施設又は集合住宅の設計図及び模型を製作してプレゼンテーション図面として表現し発
表する。これからの公共環境、住環境のあり方を考える。  また、設計に含まれるアイデ
ィアを形にし、提案を図面や模型で表現してプレゼンテーションする力を身に付ける。 
「設計製図基礎」で習得した技術を用いて建築の設計製図課題を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。           
本科目の学習目標は  
①卒業設計に向けての設計及びプレゼンテーション技術を習得する。  
②大規模な建築の複雑な内容を詳細まで理解出来る。  
③プレゼンテーションの方法を知ることが出来る。 

19.教科書・教材 
初めての建築設計 ステップバイステップ 川北建雄 花田佳明 三上晴久 倉知徹 水島
あかね 編著 彰国 

20.参考文献 『第三版 コンパクト設計資料集成』 日本建築学会 丸善 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下のとおりです。  
提出する図面 50 点（学習目標の ①卒業設計に向けての設計及びプレゼンテーション技
術を習得する。 と大規模な建築の複雑な内容を詳細まで理解出来る。に対応） と 
プレゼンテーション 50 点 （③プレゼンテーションの方法を知ることが出来る。に対
応） 

22.コメント 
授業は演習形式で行い、各自が課題を進める。自分で考えて自分のアイディアを形にするも
のなので、授業の時間外での考える時間や作業時間がとても重要であることを理解して下さ
い。 

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ガイダンス オリエンテーション 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 2 回】 プレゼンテーション例の研究 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 3 回】 模型の作り方指導 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 4 回】 模型製作用図面資料づくり 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 5 回】 模型作成 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     



予習：次回の予習 

【第 6 回】 模型作成 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 7 回】 プレゼンテーション資料作成 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 8 回】 プレゼンテーション資料作成 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 9 回】 詳細図面作成 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理   
予習：次回の予習 

【第 10 回】 詳細図面作成 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 11 回】 プレゼン図面検討 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 12 回】 プレゼン図面検討 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 13 回】 最終プレゼンテーションの作成 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 14 回】 最終プレゼンテーションの作成 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 15 回】 作品発表講評会  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2309-
Y51 

2.科目名 建築生産 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
建築の企画から設計・建設・維持・解体までの建築生産プロセスの基礎知識を学び、また建
築施工における品質・コスト・工程・安全・環境等の管理について学びます。また、ファシ
リティマネジメントの基礎知識を学びます。 
【概要】 
授業はスライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら講義形式で進め、授業内容を
より具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行います。
フィールドワークは建設現場などの見学および講義を行い、そこでわかったことを各自小レ
ポートにまとめてください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S1「修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力」の学修に関連しています。 
① 建築の企画から設計・建設・維持・解体までの建築生産プロセスの基礎について理解し
説明できる。 
② 建築施工における建築生産の流れと仮設計画について理解し説明できる。 
③ 建築施工管理における品質・コスト・工程・安全衛生・環境の管理について理解し説明
できる。 
④ ファシリティマネジメントなど現代の建築生産の課題について理解し説明できる。 

19.教科書・教材 『施工がわかるイラスト建築生産入門』 一般社団法人日本建設業連合会編集 彰国社 
20.参考文献 『公式ガイド ファシリティマネジメント』 FM 推進連絡協議会 日本経済新聞出版社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小レポート課題① 15％  [学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート課題② 15％  [学習目標②に対応] 
課題 3：小レポート課題③ 15％  [学習目標③に対応] 
課題 4：小レポート課題④ 15％  [学習目標③に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り 学習目標①②③④に対応] 
※原則として全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してくだ
さい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学習支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
建築生産の環境の変化と建築プロジェクト、住宅産業
と一般建設業 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。建築工事現場を観察
してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク① 大学周辺の建築生産 
小レポート①課題提示「大学周辺の建築生産 建築生
産のプロセス」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 4 回授業
まで）  
 

予習：普段から大学周辺の建築工事現場をよ
く見て情報収集しておいてください。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 3 回】 建築生産のしくみ 建築生産のプロセスと社会規範 

予習：教科書 p.8-p.9 を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。建築工事現場を観察
してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 4 回】 
建築生産のしくみ 企画と設計監理 
小レポート①提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：教科書 p.10-p.15 を読んで授業のイメ
ージをつかんでください。建築工事現場を観
察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 建築生産のしくみ 建築生産の流れと仮設計画 

予習：教科書 p.12-p.23、p.32-p.37 を読ん
で授業のイメージをつかんでください。建築
工事現場を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② 大学周辺の建築生産 ４週間後 
小レポート②課題提示「大学周辺の建築生産 仮設計
画」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 8 回授業
まで） 

予習：普段から大学周辺の建築工事現場をよ
く見て情報収集しておいてください。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 7 回】 建築現場における各種工事の施工管理 

予習：教科書 p.24-p.25 を読んで授業のイメ
ージをつかんでください。建築工事現場を観
察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 
建築現場における品質管理、コスト管理 
小レポート②提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：教科書 p.106-p.109 を読んで授業のイ
メージをつかんでください。建築工事現場を
観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 建築現場における安全衛生管理、環境管理 

予習：教科書 p.32-p.37 をもう一度読んで授
業のイメージをつかんでください。建築工事
現場を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 



【第 10 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク③ 大学周辺の建築生産 ８週間後 
小レポート③課題提示「大学周辺の建築生産 施工管
理の QCDSE」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 12 回授業
まで） 

予習：普段から大学周辺の建築工事現場をよ
く見て情報収集しておいてください。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 11 回】 建築現場における工程管理 

予習：じゅざええ教科書 p.192-p.193 を読ん
で授業のイメージをつかんでください。建築
工事現場を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 
ファシリティマネジメント 
小レポート③提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。建築工事現場を観察
してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 13 回】 解体と資源循環、建築生産の未来像 

予習：教科書 p.152-p.157 を読んで授業のイ
メージをつかんでください。建築工事現場を
観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク④ 大学周辺の建築生産 １２週間
後 
小レポート④課題提示「大学周辺の建築生産 12 週間
の変化」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 15 回授業
まで） 

予習：普段から大学周辺の建築工事現場をよ
く見て情報収集しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 

まとめ 
小レポート④提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。  
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2103-
Y51 

2.科目名 環境科学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学部社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地球温暖化、食糧･エネルギー･資源危機、森林破壊、大気・水質汚染等々、環境問題に関わ
る話題が社会にあふれており，これらの諸問題について知識を深めることは必須といえるで
しょう．この授業では講義を通じ、環境問題全般についての基礎的知識の習得と理解を目指
します． 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の（3）多様性理解 （4）問題発見・解決力、の学
修に関連しています 
① 環境問題に関する基礎的な知識を理解し説明できる 
② 環境問題に関するニュースについて，背景と対応策を説明できる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します 

20.参考文献 藤倉良，藤倉まなみ(2016)，『文系のための環境科学入門（新版）』，有斐閣 
ビョルン・ロンボルグ（2007），『環境危機をあおってはいけない』、文芸春秋 

21.成績評価 

授業各回での課題・・・4 点×14 回＝56 点【学習目標①，②に対応】 
最終回総括試験・・・44 点【学習目標①，②に対応】 
※授業へ 10 回以上出席し，上記課題＋総括試験で合計 60 点以上取得することが，合格のた
めの条件です 

22.コメント 

授業各回での課題・・・4 点×14 回＝56 点【学習目標①，②に対応】 
最終回総括試験・・・44 点【学習目標①，②に対応】 
※授業へ 10 回以上出席し，上記課題＋総括試験で合計 60 点以上取得することが，合格のた
めの条件です 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

【講義】 イントロダクション 環境科学とは 
     
     
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 2 回】 

【講義】 環境問題の歴史   
     
   
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 3 回】 

【講義】 人口増加と貧困問題  
     
    
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 4 回】 
【講義】 食糧・森林   
     
   

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 



 

【第 5 回】 

【講義】 エネルギー資源   
     
   
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 6 回】 

【講義】 水資源    
     
  
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 7 回】 

【講義】 大気汚染    
     
  
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 8 回】 

【講義】 水質汚染    
     
  
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 9 回】 

【講義】 廃棄物とリサイクル  
     
    
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 10 回】 

【講義】 有害物質    
     
  
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 11 回】 

【講義】 生物多様性   
     
   
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 12 回】 

【講義】 都市問題    
     
  
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 13 回】 

【講義】 地球温暖化１   
     
   
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 14 回】 
【講義】 地球温暖化２   
   
 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 15 回】 総括試験 今回の復習：講義内容をノートにまとめる 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2208-
Y51 

2.科目名 ファイナンシャルプランニング（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋香織 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
なし（但し 前期開講のファイナンシャル 
プランニング（1）を履修していることが
望ましい） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

卒業後の⻑い人生で必ず必要となる､パーソナル・ファイナンスの基礎知識を修得し､さらに
今後の人生設計を考えることを目標にしている｡ 
   ファイナンシャル・プランニング技能検定３級の試験合格をめざす。 
 授業中もファイナンシャル・プランニング技能検定３級の試験問題を解き、試験に向けて
の実践力を高めるようにしている。ファイナンシャル・プランニング技能検定３級の試験合
格で今後の人生設計や就職に生かせるようにする｡ 
 ファイナンシャル・プランニング技能検定３級は 6 分野あり、秋学期は後半の 3 分野を中
心に学ぶ。 
  春学期：ライフプランニング、リスク管理、金融資産設計 
  秋学期：所得税、不動産、相続・事業継承 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は 総合社会学科の DP の「S1.修得した知識技能を通して、現代社会の諸
問題を総合的に理解する力」「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」の学修に関
連している。 
①現在及び卒業後の⻑期の人生設計をお金の面から総合的に考え､今後の人生設計について
具体的なプランを立てることができる。 
②税金、不動産、相続、事業継承などの生活に密着した知識を理解し、説明できる｡ 
③税金、不動産、相続、事業継承分野のファイナンシャル・プランニング技能検定３級の試
験問題を解くことができる。 
④上記の１〜３に 

19.教科書・教材 
一発合格! FP 技能士３級完全攻略テキスト 22-23 年版 前田信弘 ナツメ社 
  春学期の「ファイナンシャル・プランニング（1）のテキスト」と同じ。 
  春学期に購入している人は購入の必要はありません 

20.参考文献 
国税庁の HP 
 所得税 相続税などを中心に閲覧して下さい 

21.成績評価 

第１回〜第８回まで、第 10 回〜第 13 回、第 15 回までの毎週の WEB CLASS での提出課
題の得点：40％ 
第 9 回に確認テスト：第 1 回から第 5 回までのまとめと振り返りの確認テスト 20％ 
                    学習目標①と②と④に対応 
第 14 回に確認テスト： 第 6 回から第 13 回までのまとめと振り返りの確認テスト 40％ 
                    学習目標②と③と④に対応 
確認テストはファイナンシャル・プランニング 技能検定 3 級の問題と同程度の難易度 
  ※留学生の方へ 日本語 

22.コメント 
ファイナンシャル・プランニング 技能検定 3 級 の資格取得を目指す 
ファイナンシャル プランニング試験の対象は①ライフプランニングと資金計画 ②リスク
管理 ③金融資産設計 ④タックスプランニング ⑤不動産 ⑥相続・事業継承の 6 分野で 



前期に①〜③まで後期に④〜⑥までの分野を学習する 
23.オフィスアワー 個人研究室：水曜日 3 時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス 
 １）タックスプランニング ①所得税､法人税､消費
税などの基本的理解 

【復習】P165-175 
【次週の予習】P176-180 
 ※テキストは毎回の授業に持参は必須 
 復習・予習のページ数に変更がある場合は
授業中に説明します 

【第 2 回】 
１）タックスプランニング ②所得税の計算手順､税
額の計算方法 

【復習】P176-180 
【次週の予習】P181-196 
 

【第 3 回】 
１）タックスプランニング ③利子所得､配当所得､不
動産所得､事業所得､給与所得など 

【復習】P181-196 
【次週の予習】P197-216 

【第 4 回】 
１）タックスプランニング ④所得税の申告と納付､
税額控除 

【復習】P197-216 
    タックスプランニングの全体の復習 
【次週の予習】P215-228 

【第 5 回】 ２）不動産運用 ①不動産の見方､取引､法律 
【復習】P215-228 
【次週の予習】P229-238 

【第 6 回】 ２）不動産運用 ②不動産に関する法令上の規制 
【復習】P229-238 
【次週の予習】P239-248 

【第 7 回】 
２）不動産運用 ③不動産の取得・保有・譲渡に係る
税金 

【復習】P239-248 
【次週の予習】P249-268 

【第 8 回】 
２）不動産運用 ④不動産の賃貸と税金、不動産の有
効活用 

【復習】P249-268 
【次週の予習】確認テストの範囲 P166-
268 

【第 9 回】 ２）第１回から第８回までのまとめと確認テスト 【確認テスト範囲】P166-268 
【次週の予習】P269-277 

【第 10 回】 ３）相続・事業承継 ①贈与と税金 【復習】P269-277 
【次週の予習】P278-284 

【第 11 回】 ３）相続・事業承継 ②相続と法律(1) 
【復習】P278-284 
【次週の予習】P285-292 

【第 12 回】 ３）相続・事業承継 ③相続と法律(2) 
【復習】P285−292 
【来週の予習】P293-303 

【第 13 回】 ３）相続・事業承継 ④相続と税金 
【復習】P293-303 
【次週の予習】P304-318 

【第 14 回】 ３）相続・事業承継 ⑤相続対策､事業承継対策 【復習】P304-318 
【次週の予習】確認テスト範囲 P166-318 

【第 15 回】 
第 1 回から第 14 回までのまとめ 
振り返りの確認テスト（最終テスト） 

【確認テスト範囲】P166-318 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2211-
Y51 

2.科目名 環境政策論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
・日本とアメリカの環境政策の歴史と現状を学ぶ。 
・日本の主要な環境法を学ぶ。 
・温室効果ガスの排出規制の歴史と現状を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）日米の環境政策の歴史と現状をプレゼンできる。 
（２）持続可能な発展について説明及び理解できる。 
（３）地球温暖化対策についてプレゼンできる。 

19.教科書・教材 井上尚之著『サステナビリティ経営』（大阪公立大学共同出版会、２０１８） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
積極的授業参加度・授業中の発表（45％）（目標（１）（３）に対応） 
総括試験又はレポート（55％）（目標（２）に対応） 

22.コメント 

少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に説
明する。 
私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
「持続可能な発展」に向けてのアメリカの環境政策の
歴史 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 「持続可能な発展」に向けての日本の環境政策の歴史 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 公害対策基本法 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



【第 4 回】 環境庁設置 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 「持続可能な発展（開発）」という言葉の登場 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 １９９０年代―地球環境問題の出現 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 地球サミット 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 京都議定書 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 気候変動枠組み条約 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 環境基本法 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 11 回】 循環型社会形成推進基本法 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



【第 12 回】 パリ協定 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 
家電リサイクル法 
総括試験（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめと試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2215-
Y51 

2.科目名 日本経済とグローバル経済 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・（観光学科 2019 年度以降入学生） 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
今年度は、世界経済の歴史を読み解いていく。日本を取り巻く国際情勢は日々、深刻化して
おり、我々は歴史に立ち返り、自分自身の逞しい思考力により、それらが向かっていく先を
見極める力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）世界の経済の歴史をプレゼンできる。 
（２）世界経済と日本経済の関係を理解できる。 

19.教科書・教材 玉木俊明『先生も知らない経済の歴史』（日経プレミアムシリーズ 355、2017） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 積極的授業参加度・授業中の発表（45％）（学習目標（１）（２）に対応） 
総括試験又はレポート（55％）（学習目標（３）に対応） 

22.コメント 

・少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
・毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に
説明する。 
・私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
・指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 消費財こそ成⻑の原動力 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 経済を成⻑させる仕組み 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 勤勉革命 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 4 回】 ディアスポラ 準備学習：教科書を利用するので、各回の授



業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 知られざる古代中国の実力 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 ムスリムが結んだネットワーク 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 制度で経済を支配したモンゴル帝国 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 朝貢貿易の失敗 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 躍進を生み出した江⼾時代の経済成⻑ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 近代世界システムはこう理解する 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 11 回】 
強国プロイセンはなぜヘゲモニー国家になれなかった
のか 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 12 回】 イギリスはなぜヘゲモニーを握ったのか 準備学習：教科書を利用するので、各回の授



業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 74 歳で死んだ社会主義経済 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 
なぜアジアは再び興隆しているのか 
総括試験（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめと試験返却（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2306-
Y51 

2.科目名 イノベーション論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

「イノベーション」は 1958 年の経済白書で「技術革新」と訳されため、同義として現在も
定着して論じられる。しかしながら、イノベーションは技術革新にとどまらず、社会に新し
い価値をもたらし、社会を変革することを意味する。イノベーションの源泉の一つは「既存
の知と、別の既存の知の、新しい組み合わせ（新結合）」にあり、人間は「ゼロ」からは何
も新しい価値を創出できない。 
イノベーション論の目的は、新結合により新しい社会的価値を生み出すための条件を、受講
生が考えることができるようにすることである。自らがイノベーションを実現するために必
要なのは、自分の状況を踏まえ課題を発見・分析し、実行可能なイノベーションについて考
察できるようになることである。そして、既存の理論や事例分析が成立する条件を検証し、
自らのイノベーション実現のために利用可能かどうかを判断できるようになることである. 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下の 3 点を、本講義の学習目標とする。  
■ イノベーションとは何かについて理解し、具体的に説明することができる。 
■ 知識としてイノベーションの概念や事例を理解するだけではなく、自らがイノベーショ
ンの推進者となり実践できるようになる。 
■ 自らが直面している課題をイノベーション契機ととらえ、課題を分析し独創的な解決策
を自ら考え始められるようになる。 
 

19.教科書・教材 

チャールズ・Ａ・オライリー／マイケル・Ｌ・タッシュマン著『両利きの経営』（入山章栄
監訳・解説／冨山和彦解説／渡部典子訳）東洋経済新報社 
教科書『両利きの経営』の「両利き（Ambidexterity）」の基本コンセプトは、「 まるで右手
と左手が上手に使える人のように、『知の探索』と『知の深化』について高い次元でバラン
スを取る経営」を指す。イノベーションの源泉の 1 つである『新結合』は、自社の既存のビ
ジネスモデルという「知」に、他社が別事業で使っていた手法などの「別の知」を組み合わ
せることで、新しいビジネスモデ 

20.参考文献 講義において都度提示する 

21.成績評価 

■ 講義ノート提出 ･････ 20%  
  「イノベーション論」専用のノート（A4 版）を作成し、毎回の講義ノートを以下の項
目に従って作成する。 
 1) Expectation（予習を通じての講義への期待） 
 2) Summary & Key Words（講義内容のまとめ） 
 3) Reflection & Questions（振り返り：分かったこと、分からなかったこと。よかった
こと、よくなかったこと。） 
 4) アサインメント（宿題） 
■ 中間確認小テスト ･････ 25% 
■ 最終確認試験 ････ 

22.コメント 講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業におけるマネジメント経



験と、現在行っている日本企業数社におけるビジネス・コンサルテーションをベースに、グ
ローバル・ビジネスの最前線における経営（イノベーション）について、具体的な事例研究
を交えて講義する。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

イントロダクション：イノベーションとは何
か                                     
本講義で取り上げる学習内容および本講義受講に際し
ての留意事項等について解説する。 

■「イノベーション論」専用のノート
（A4・横書き）を準備し、毎回の授業に持
参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。 

【第 2 回】 
解説 なぜ「両利きの経営」が何よりも重要か（入山
章栄） 

■ 課題：将来の就職先として関心のある業
界において、イノベーションによる成⻑が期
待できる上場企業 1 社を研究対象企業とし
て選んで、企業概要を調べ、ノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 
第１部 基礎編：破壊にさらされる中でリードする 
 第１章 イノベーションという難題 

■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（１） 

【第 4 回】  第２章 探索と深化 ■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（２） 

【第 5 回】 
 第３章 イノベーションストリームとのバランスを
実現させる 

■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（３） 

【第 6 回】 
第２部 両利きの実践：イノベーションのジレンマを
解決する 
 第４章 ６つのイノベーションストーリー 

■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（４） 

【第 7 回】  第５章 「正しい」対「ほぼ正しい」 
■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（５） 

【第 8 回】 
■ 前半講義の振り返り 
■ 中間確認小テスト ■ 第 1 回ノート提出 

【第 9 回】 
第３部 飛躍する：両利きの経営を徹底させる 
 第６章 両利きの要件とは？ 

■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（６） 

【第 10 回】  第７章 要としてのリーダー（および幹部チーム） ■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（７） 

【第 11 回】  第８章 変革と戦略的刷新をリードする 
■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションについて調べる。（８） 

【第 12 回】 
解説 イノベーションの時代の経営に関する卓越した
指南書（冨山和彦） 

■ 課題：研究対象企業が取り組んでいるイ
ノベーションと課題についてまとめる。 

【第 13 回】 
追補：１．オープンイノベーション 
   ２．漸進的の問題解決 “WV Model” ■ 第 2 回ノート提出 

【第 14 回】 講義総括：イノベーションとは何か ■ E ポートフォリオへ「振り返り」を投稿
する。 

【第 15 回】 最終確認試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2307-
Y51 

2.科目名 経営品質論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻲井芳郎 

5.授業科目の区分 
経営分野における実務
経験がある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択科目 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 ３年、４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義形式 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

この科目は、経営品質とは何かという出発点から、経営の本質について理解していくことを
目的とします。経営の構成要素である、戦略と組織を定義（概念）とケーススタディで学習
します。特に、日本的経営の特徴からのアプローチを重視し、日本的経営の成り立ちから日
本の偉大な経営者が実践した経営品質の本質を理解します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマシー）の（１）自律性（４）問題発見・解決力（６）
専門的知識・技能の活用力、の学習に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①経営品質向上の条件を説明できるようになる。 
②自ら戦略分析・立案をできるようになる。 

19.教科書・教材 『セブンエレメンツモデル』⻲井芳郎 ビジネス社（2020) 
20.参考文献 適宜、紹介します。 

21.成績評価 課題１：確認テスト５０点（学習目標①に対応） 
課題②：レポート５０点（学習目標２に対応） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
オリエンテーション 
本授業の目標、内容、評定算出の方法、進め方の確
認、受講業の留意点などについて 

 

【第２回】 
講義 「経営品質とは何か」 
活動 経営品質の内容についてレポート作成 
 

 

【第３回】 
講義 経営の構成要素ー戦略と組織 
活動 戦略と組織についてレポート作成  

【第４回】 講義 戦略とは何か  
活動 戦略の定義についてレポート作成 

 

【第５回】 
講義 戦略分析 ケーススタディ１ 
活動 戦略分析のケーススタディについてレポート作
成 

 

【第６回】 
 

講義 戦略分析 ケーススタディ２ 
活動 戦略分析のケーススタディについてレポート作
成 

 

【第７回】 
講義 戦略立案 ケーススタディ１ 
活動 戦略立案のケーススタディについてレポート作
成 

 

【第８回】 講義 戦略立案 ケーススタディ２  



活動 戦略立案のケーススタディについてレポート作
成 

【第９回】 
講義 組織とは 
活動 組織の定義についてレポート作成  

【第１０
回】 

講義 日本的経営からのアプローチ 
活動 日本的経営の特徴についてレポート作成 

 

【第１１
回】 

講義 経営品質における日本的経営論のケーススタデ
ィ１ 
活動 経営品質における日本的経営論のケーススタデ
ィについてレポート作成 

 

【第１２
回】 

講義 経営品質における日本的経営論のケーススタデ
ィ２ 
活動 経営品質における日本的経営論のケーススタデ
ィについてレポート作成 

 

【第１３
回】 

講義 経営品質における日本的経営論のケーススタデ
ィ３ 
活動 経営品質における日本的経営論のケーススタデ
ィについてレポート作成 

 

【第１４
回】 

講義 経営品質における戦略と組織の関係性 
活動 経営品質における戦略と組織の関係性について
レポート作成 

 

【第１５
回】 

総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2309-
Y51 

2.科目名 環境マネジメント演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 
専門科目／ＪＡＢ認定
ＩＳＯ１４００１審査
員補による授業 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件 

前期の「環境マネジメント
論」と本科目を履修合格す
ることにより内部環境審査
員資格が得られる。 

11.先修条件 環境マネジメント論を修得していること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限 40 人 

17.授業の目的と概要 前期の「環境マネジメント論」の続編であり、「環境マネジメント論」を履修して合格して
いない者は受講不可である。この科目は、特に内部環境監査について深く学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）内部環境監査の方法をプレゼンできる。 
（２）内部監査を実際に行える知識を理解できる。 
（３）ISO14001 の箇条をプレゼンできる。 

19.教科書・教材 井上尚之著『サステナビリティ経営』（大阪公立大学共同出版会、2018） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
積極的授業参加度・授業中の発表（45％）（目標（１）（３）に対応） 
総括試験又はレポート（55％）（目標（２）に対応） 

22.コメント 

少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に説
明する。 
私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 6.2.2 環境目標を達成するための取り組みの計画策定 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 ７．支援 7.1 資源 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 7.2 力量 7.3 認識 
準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点



を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 4 回】 7.4 コミュニケーション 7.4.1 一般 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 
7.4.2 内部コミュニケーション 7.4.3 外部コミュ
ニケーション 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 7.5 文書化した情報 7.5.1 一般 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 7.5.2 作成及び更新 7.5.3 文書化した情報の管理 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 ８．運用 8.1 運用の計画及び管理 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 8.2 緊急事態への準備及び対応 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 
９．パフォーマンス評価 9.1. 監視、測定、分析及
び評価 9.1.1 一般 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 11 回】 9.1.2 順守評価 9.2 内部監査 9.2.1 一般 
準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点



を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 12 回】 9.2.2 内部監査プログラム 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 9.3 マネジメントレビュー 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 
10.改善 10.1 一般 10.2 不適合及び是正処置 
10.3 継続的改善 
総括試験（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめ試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED201-
A51 

2.科目名 障害者教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

展開科目 
特別支援教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 特
支 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

障害児（者）の正しい理解と認識を深めるとともに、特殊教育から特別支援教育への移行を
学習していく。平成１９年度から始まった特別支援教育は、これまでの「場の教育」から
｢機会の教育｣へと内容が変化している。その基本的な理念と内容について学ぶことで、特別
支援教育の今日的課題を考察していきたい。 
 それらの学習によって基本的な知識及び技能の習得を目指し、障害のある子ども一人ひと
りへの具体的な支援の手立てを考えていく。障害児（者）の問題は、人間発達の問題であ
り、全ての教育の基本になるものである。教職を目指すもの全てに必要な内容であり人とし
ての人間観を育むことで、将来の進路に向けた資質向上につながるようにする。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様な文化やその背景を理解し受
け容れる能力（多様性理解）の獲得に関連しています。 
・教員・社会福祉従事者として、その人がもつ背景や属性、価値観等の多様性を理解し、相
手の立場を尊重することができ、地域、保護者、他職種等との連携・協働を行うことができ
る。 
・教育・社会事象に関して、教育学や社会福祉学の概念から、体系的な知識を使って理論的
に説明することができる。 
・障がい者を取り巻く環境についての説明に必要な、教育や福祉の基本的な概念や理論につ
いて、理解し説 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料等を配布する。 

20.参考文献 
よくわかる特別支援教育 湯浅恭正編集 ミネルバ書房 
特別支援教育総論 大南英明他 放送大学教育振興会  
 

21.成績評価 

小テストと演習態度の合計 25％ 学習目標②③④ 
中間レポート課題   25％ ① 
 テーマ①②にそった内容理解と完成度および課題追求の意欲 
グループワーク等の自主課題提出 10％ ①③ 
まとめと最終テスト ４0％ ①②③④ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ・オリエンテーション （本授業のねらいと授業計 ○次回の予習として、特別支援教育関連の書



画・特別支援教育とは） 
授業シラバスの説明および、最初の導入としての特別
支援教育、障害者理解の説明を行う。 
 

籍を探し、目を通しておく。（120 分） 

第 2 回 

・特別支援教育の理念 （特別支援教育の理念と意義
について） 
  特別支援教育の理念と意義について文部科学省の
指導要録等を参考に理解する。  
 

○次回の予習として、特別支援教育関連の書
籍を読み、歴史についての質問を考えてお
く。（120 分）         ○ボランテ
ィア、インターンシップ等に参加し、まとめ
る。（120 分） 

第 3 回 

・特殊教育から特別支援教育へ （特殊教育の歴史と
特別支援教育への移行） 
  特殊教育の歴史を知り、特別支援教育に移行した
背景を理解する。 
  
 

○次回の予習として、知的障害者に関する書
籍を読み、わからないところをチェックす
る。（120 分）           ○次回
までに 1〜3 回の授業のまとめを行い、小テ
ストに備える。（120 分） 
 ○ボランティア、インターンシップ等に参
加し、まとめる。（120 分） 
 

第 4 回 

・知的障害児の教育  （知的障害の理解と指導につ
いて） 小テスト① 
  知的障害の基礎的な理解と簡単な指導法について
知る。 
 

○次回の予習として、肢体不自由児について
の書籍を読み、わからないところをチェック
する。（120 分）        ○ボランテ
ィア、インターンシップ等に参加し、まとめ
る。（120 分） 

第 5 回 

・肢体不自由児の教育 （肢体不自由の理解と指導に
ついて） 
  肢体不自由児の基礎的な理解と簡単な指導法につ
いて知る。 
・授業外活動に関しての課題解決のためのグループワ
ーク。  
 

○次回の予習として、自閉症児についての書
籍を読み、わからないところをチェックす
る。（120 分）           ○ボラ
ンティア、インターンシップ等に参加し、ま
とめる。（120 分） 

第 6 回 

・自閉症児の教育 （自閉症の理解と指導について） 
  自閉症の基礎的な理解と簡単な指導法について知
る。 
 

○次回の予習として、発達障害についての書
籍を読み、わからないところをチェックす
る。（120 分）  
○ボランティア、インターンシップ等に参加
し、まとめる。（120 分） 
 

第 7 回 

・発達障害児の教育 （発達障害の理解と指導につい
て） 
  自閉症以外の発達障害についての基礎的な理解と
簡単に指導法について知る。 
 

○次回の予習として、聴覚障害についての文
献を読み、コミュニケーション手段について
調べておく。（120 分）    ○次回まで
に、4〜7 回の授業のまとめを行い、小テス
トに備える。（120 分） 
○ボランティア、インターンシップ等に参加
し、まとめる。（120 分） 
 

第 8 回 

・聴覚障害児の教育  （聴覚障害の理解と指導につ
いて）  小テスト② 
聴覚障害の基礎的な理解とコミュニケーション手段に
ついて学ぶ。 
 

○次回の予習として、視覚障害のコミュニケ
ーションについて調べておく。 （120 分） 
 ○ボランティア、インターンシップ等に参
加し、まとめる。（120 分） 
 



第 9 回 

・視覚障害児の教育  （視覚障害の理解と指導につ
いて） 
 視覚障害の基礎的な理解と点字等について学ぶ。点
字理解のクループワーク。 
 

○次回の予習として、病弱児についての文献
を読み、わからないところをチェックしてお
く。（120 分） 
○ボランティア、インターンシップ等に参加
し、まとめる。（120 分） 
 

第 10 回 
・病虚弱児の教育 （病虚弱の理解と指導について） 
  病弱児の基礎的理解とホスピスについて学ぶ。 
 

○次回のレポート提出に向けて、課題の整理
とまとめを行う。（240 分） 
 ○ボランティア、インターンシップ等に参
加し、まとめる。（120 分） 
 

第 11 回 

・就学前の療育と卒業後の暮らし （就学前の療育の
理解と卒業後の進路生活について） 中間レポート提
出 
   幼児期の療育と卒業後の実態を知る。 
 ・授業外活動に関しての課題解決のためのグループ
ワーク。 
 

○次回の予習として、特別支援学校の教育課
程について文部科学省のＨＰを参考に見てお
く。（120 分） 
 ○ボランティア、インターンシップ等に参
加し、まとめる。（120 分） 
 ○次回までに 8〜９回の授業のまとめを行
い、小テストに備える。（120 分）  
 

第 12 回 

・特別支援教育の場と教育課程（特別支援学校、特別
支援学級、通級指導教室の理解について）  
 特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室の実態
を理解し、教育課程の違いを知る。 
 

○次回の予習として、特別支援教育の体制づ
くりについて予習しておく。（120 分） 
○ボランティア、インターンシップ等に参加
し、まとめる。（120 分） 
 

第 13 回 

・特別支援教育と学校体制作り  
  特別支援教育コーディネーターの役割と校内支援
体制の確立及び センター的機能とその役割について
学ぶ   
 

○ボランティア、インターンシップ等のまと
めをする。（120 分） 

第 14 回 

・個別の教育支援計画の理論 （個別の指導計画と支
援計画の理解） 
 個別の指導計画と個別の教育支援計画の実態とアメ
リカとの比較をする。 
 

○最終テストに向けて授業のまとめを行う。 
（240 分） 

第 15 回 
・まとめとテスト  
  授業のまとめと最終確認テストを行う。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED202-
A51 

2.科目名 知的障害者の自立活動の理論と実際 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 

展開科目 
特別支援教育分野にお
ける実務経験がある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 特別支援学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

知的障害のある幼児児童生徒が、自立と社会参加を目指し、障害による学習上又は生活上の
困難を主体的に改善しようとする力を身につけるための中心的な教育活動が「自立活動」で
ある。この講義では、特別支援教育の中核的領域であるこの自立活動について、具体的な内
容と方法を学ぶとともに、個別の指導計画の作成と活用について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
(2)  問題発見・解決力 
根拠にもとづいて、問題を発見したり解決のアイデアを構想したりする思考力や判断力を身
につけ、問題を解決することができる。 
(3) 専門的知識・技能 の活用力 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を修得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
具体的には以下の通りである。 
・特別支援教育における自立活動の意義について説明することができる。 
・ 

19.教科書・教材 特に指定しない。随時資料を配布する。 
20.参考文献 「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」文部科学省 

21.成績評価 

・アサインメントの提出・発表  30％ 
・個別の指導計画   20％ 
・確認テスト    50％ 
 

22.コメント 
自立活動は特別支援教育における中核的な領域です。この領域について学ぶことは、特別支
援教育に関する指導力を高めることに繋がります。自立活動の意義と具体的な内容、方法を
しっかり学んでください。 

23.オフィスアワー 水曜日・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション−講義の目標、予定、評価等 
  授業シラバスの説明および目標、評価と今後の予
定について確認する。 
 

特別支援教育総論の授業内容を復習してお
く。240 分 

第２回 

自立活動の目標 
   特別支援学校の教育課程の概要を理解し、自立
活動の目標を知る。 
 

○学習指導要領の自立活動の目標を調べてま
とめる。240 分 

第３回  「養護・訓練」から「自立活動」          ○学習指導要領の自立活動への変遷について



    「養護・訓練」の設置と改訂及び「自立活
動」に至った経緯と背景、変遷を学ぶ。 
 

調べてまとめる。240 分 

第４回 
自立活動の改訂 
   自立活動の改訂の背景と具体的内容を学ぶ。 
 

○近年の自立活動の改訂の背景を調べてまと
める。240 分 

第５回 

自立活動の内容①「健康の保持」   
   健康の保持の内容と具体的な取り組みを学ぶ。 
（基本事項を確認した後、グループで具体的な目標と
方法を考えてまとめる。） 
 

○自立活動解説書「健康の保持」について調
べる。 
授業後に、グループワークで考えた目標と方
法を各自まとめる。240 分 

第６回 

自立活動の内容②「心理的な安定」 
   心理的な安定の内容と具体的な取り組みを学
ぶ。 
（基本事項を確認した後、グループで具体的な目標と
方法を考えてまとめる。） 

○自立活動解説書「心理的な安定」について
調べる。240 分 

第７回 

自立活動の内容③「人間関係の形成」 
   人間関係の形成の内容と具体的な取り組みを学
ぶ。 
（基本事項を確認した後、グループで具体的な目標と
方法を考えてまとめる。） 

○自立活動解説書「人間関係の形成」につい
て調べてまとめる。240 分 

第８回 

自立活動の内容④「環境の把握」 
   環境の把握の内容と具体的な取り組みを学ぶ。 
（基本事項を確認した後、グループで具体的な目標と
方法を考えてまとめる。） 

○自立活動解説書「環境の把握」について調
べてまとめる。240 分 

第９回 

自立活動の内容⑤「身体の動き」 
   身体の動きの内容と具体的な取り組みを学ぶ。 
（基本事項を確認した後、グループで具体的な目標と
方法を考えてまとめる。） 

○自立活動解説書「身体の動き」について調
べてまとめる。240 分 

第１０回 

自立活動の内容⑥「コミュニケーション」 
   コミュニケーションの内容と具体的な取り組み
を学ぶ。 
（基本事項を確認した後、グループで具体的な目標と
方法を考えてまとめる。） 

○自立活動解説書「コミュニケーション」に
ついて調べてまとめる。240 分 

第１１回 
自立活動の内容の相互関連性 
   自立活動６区分の相互関連性について学ぶ。 
 

○自立活動解説書の相互関連性について調べ
てまとめる。240 分 

第１２回 

個別の指導計画の作成①  
    個別の指導計画と個別の教育支援計画につい
て学ぶ。 
 

○個別の教育支援計画について調べてまとめ
る。240 分 

第１３回 
個別の指導計画の作成②     
   個別の指導計画を作成する。 
（グループワークにより原案を作成する） 

○個別の指導計画の具体例を特別支援学校の
ホームページから検索し参考資料をまとめ
る。240 分 

第１４回 
個別の指導計画の作成③  
   個別の指導計画を作成する。 
（グループワークを行い原案２を作成する） 

○作成した個別の指導計画を完成させ発表・
提出する。240 分 



第１５回 講義のまとめと確認テスト ○これまでの講義内容を復習しておく。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED205-
A81 

2.科目名 病弱教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【学修目標】 
小児医療や社会の変化のなかで病弱児の生活の実際を学び理解する。 
病弱児にとって学校教育の果たす役割、学校教育を受ける上で生じやすい問題を理解する。 
特別支援学校学習指導要領に基づき、病弱教育の教育課程・教育内容・教育方法を理解す
る。 
病弱教育の場とそれぞれの場で行われている実践を理解し、子どもとの関わり方を考えなが
ら授業案、教材・教具を工夫することができる。 
【本授業の概要】 
特別支援教育のなかで病弱児・病弱教育の特徴を理解し、病気の子どもにとって教育の果た
す役割を学ぶ。 
現状を理解するために、明治期以降のわが国の病弱教育の歴史をふまえて今日の到達点と課
題を学ぶ。 
病弱児と家族のニーズを事例から学びながら、学校・教師としての役割について考えるとと
もに関係機関との連携、個別の教育支援計画について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様な文化やその背景を理解し受
け容れる能力（多様性理解）（4）問題発見・解決力の学修に関連しています。 
・教員・社会福祉従事者として、その人がもつ背景や属性、価値観等の多様性を理解し、相
手の立場を尊重することができ、地域、保護者、他職種等との連携・協働を行うことができ
る。 
・教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解
し、問題解決に必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な研究・実践方法を選
択・計画し、行動する 

19.教科書・教材 特別支援学校学習指導要領 および総則編、自立活動編 

20.参考文献 
全国病弱教育研究会「病気の子どもの教育入門」（クリエイツかもがわ） 
猪狩恵美子ほか「仲間とともに育ちあう貝塚養護学校 寄宿舎のある病弱養護学校の実践記
録」（クリエイツかもがわ） 

21.成績評価 
授業のなかでの小レポート（３０％）学習目標①②④ 
授業中の発表・質問（２０％）①②③ 
最終試験（５０％）①③④ 

22.コメント 
特別支援教育の基本となる考え方・しくみについて理解しておいてください。集中講義なの
で、3 日間の予習・復習をしっかりしてください。 

23.オフィスアワー 集中講義期間の休み時間を活用してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
小児医療の進歩と病弱教育 
 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
HP「病気の児童生徒のための特別支援教育 
病気の子どもの理解のために」を事前に閲覧
し、要点をメモしておく 



2 病弱教育の場と対象 
兵庫県内の病弱教育の場について調べましょ
う 

3 病弱教育の歴史（戦前） 
DVD を観て、戦前の病気の子どもの教育に
ついて討議しましょう。 

4 病弱教育の歴史（戦後） 
文部科学省から出された通知をもとに、今日
の病弱教育の改善すべき課題を考えましょ
う。 

5 病弱教育の今日的課題 
主な慢性疾患について症状、治療、生活上の
配慮、学校で気をつけることを調べてきまし
ょう 

6 主な慢性疾患とその治療の特徴 
小児がんの子どもを守る会 HP を調べ、どの
ような情報が発信されているか確認し、発表
しましょう 

7 病気の子どもの心理特性と支援の視点 
DVD を見て考えましょう。子どもの気持
ち、教師の関わり方について整理してつぎの
時間に発表してください 

8 特別支援学校（病弱）の教育課程と指導法 
特別支援学校学習指導要領を見て、特別支援
学校（病弱）の教育の特徴、具体的な実践上
の配慮事項をまとめましょう 

9 特別支援学校（病弱）で学ぶ子どものニーズ 
DVD を見て、特別支援学校（病弱）の子ど
ものかかえる困難と支援のあり方を考えまし
ょう 

10 入院中の子どもの教育ー院内学級 DVD を見て、院内学級の教育の特徴を考え
ましょう 

11 入院中の子どもの教育−病院訪問教育 
DVD を見て、子どもに関わる際の教師の姿
勢、配慮すべき点を考えましょう 

12 通常学級における病気の子どもの学校生活 
通常学級における教師の配慮について考えま
しょう 

13 病気による⻑期欠席の実態と求められる支援 
論文を読み、不登校の場合とのちがいと共通
点を考えましょう 

14 ターミナル期に求められる支援と教師の役割 実践例と論文から、ターミナル期の教育でど
んなことを大切にしたらよいか考えましょう 

15 まとめ 
まとめの後、「15 メートルの通学路」を用い
て課題を出します（最終試験） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED206-
A51 

2.科目名 LD 等教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種 特支 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では，学習障害（LD），注意欠如多動症（ADHD)，自閉スペクトラム症（ASD）等
を中心とした発達障害について学ぶ。発達障害のある子どもを理解するために脳機能を中心
とした生理・病理を解説し，さらに心理についても解説する。様々な情報から包括的アセス
メントを行い，それに基づいた教育的支援の実践的基礎を学ぶ。 
このような学びを通して，現場で役立つ理論と実践を身につけ，個別の指導計画を作成する
力を養う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の(3)多様性理解，（4）問題発見・解決力，
の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 ?鳥居深雪（２０２０）改訂 脳からわかる発達障害、中央法規、ISBN 978-4805881743 
20.参考文献 関連する参考文献は授業の中で紹介します。 

21.成績評価 

① 受講ワークシートの整理(20%) 
② 課題として指示した小レポート(20%) 
③ 中間確認小テスト(20%) 
④ 授業全体の確認テスト(40%) 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜 4 限（研究室）  水曜 2 限（学修支援室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
「発達障害って何だろう」 

◆ノートパソコン◆ 
教科書・ワークシート 
第 2 回以降も同じ 

 実行機能と記憶のメカニズム  
 脳機能から理解する LD のある子どもたち  
 LD のある子どもたちへの支援  
 脳機能から理解する ADHD のある子どもたち  
 ADHD のある子どもたちへの支援 中間確認小テスト 

 
脳機能から理解する自閉スペクトラムのある子どもた
ち１：基本的理解  

 脳機能から理解する自閉スペクトラムのある子どもた
ち２：心理・生理・病理 

 

 ASD のある子どもたちへの支援１：基本  

 
ASD のある子どもたちへの支援２：応用行動分析を
中心に  

 ASD のある子どもたちへの支援３：関係性を基盤と
した支援 

中間確認小テスト 



 発達障害の重複と関連  
 発達障害の包括的アセスメント  
 ライフサイクルから見た発達障害とさまざまな支援  

 
これまでの振り返りとまとめ 
授業全体の確認テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED307-
A51 

2.科目名 知的障害者の言語障害指導 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 【目的】言語の働きとヒトのコミュニケーション行動がいかに複雑な現象であるかを知る
ことで、言語・コミュニケーションの発達に障がいのある子どもの多様性を把握し、個のニ
ーズに応じた言語・コミュニケーション支援のあり方を理解していきます。 
 【概要】本授業では、知的障害をはじめとする言語・コミュニケーションの発達に障がい
のある子どもの支援について理解するために、言語とコミュニケーションの基本概念につい
て学びます。言語（ことば）は、ヒトに固有の精神活動であり、私たちは、言語を使って他
者とコミュニケーションすると同時に、言語によって物事を認識し、考えています。また、
ヒトのコミュニケーションには、動物にはないさまざまな特徴があります。言語活動とコミ
ュニケーション活動は、私たちにとって最も重要、かつ、高次な精神活動であるだけに、発
達に障がいのある子どもたちにとって、いちばん困難が生じやすい発達領域でもあります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標 DP（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ）の (2) 社会的貢献性、(3) 多様性理解、(6) 専門的
知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
① 言語とコミュニケーションに関する基本的な用語を理解し、説明できる。 
② 言語の働きやヒトのコミュニケーションの特徴を、自己の経験に結びつけて論じられ
る。 
③ 言語発達に関わる諸要因について説明できる。 
④ 子どもの言語発達過程の概略を説明できる。 
⑤ 言語・コミュニケーションの発達支援の基本について説明できる 

19.教科書・教材 特定の教科書は用いません。独自に作成した資料を授業の度ごとに配布します。 
20.参考文献 授業の内容に沿って、参考図書を紹介します。 

21.成績評価 
① 授業内での討論とノートのまとめ  30% 学修目標①②③④⑤ 
② レポート課題  30% ①②③ 
③ 最終試験   40% ①②③④⑤ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜５限（学習支援室ｵﾌｨｽｱﾜｰ） ⽕曜５限（研究室ｵﾌｨｽｱﾜｰ） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

言語とコミュニケーションを考えるにあたって 
 （その１）コミュニケーションの手段 
       討議：ヒトのコミュニケーション手段の分類
方法を考える 
       講義：ヒトのコミュニケーションについて知
ることは 
         言語に障がいのある子どもの支援
とどう関わるのか 
       【学習目標との対応】 学習目標 ① 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第２回】 言語とコミュニケーションを考えるにあたって 復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



 （その２） 討論：言語をどう定義するか 
        講義：言語の特性と働き 
   【学習目標との対応】 学習目標 ① ② 

予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第 3 回】 

認識・思考の手段としての言語 
  講義：ソシュールの考え方 
  ワーク：私たちは世界をどのように認識している
か？ 
  【学習目標との対応】学習目標 ① ② 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第４回】 

ヒトのコミュニケーションにおける視線の役割（その
１） 
  討議：自閉症の特徴的症状を巡る「なぜ？」 
  講義：共同注意行動 
  【学習目標との対応】学習目標 ③ ④ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第５回】 

ヒトのコミュニケーションにおける視線の役割（その
２） 
  討議：共同注意行動の支援（自閉症児の事例か
ら） 
  【学習目標との対応】学習目標 ⑤ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第６回】 

言語習得と社会的相互作用遊び 
  討議：共同遊びの発達的意義について考える 
  講義：言語の３つの側面の発達順序 
  【学習目標との対応】学習目標 ③ ④ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第７回】 
障がいの重い子どものコミュニケーション支援 
  討議：共同遊びの発達を促す支援方法を考える 
  【学習目標との対応】学習目標 ⑤ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第８回】 

言語習得の認知的基礎 
   討議：感覚運動的知能の５つの側面の役割 
   講義：言語の３要素の認知的基礎 
  【学習目標との対応】学習目標 ③ ④ 

小レポート課題提示 

【第９回】 
初期発話期にある子どもの支援 
   討議：この時期の子どもに適切な接し方とは 
  【学習目標との対応】学習目標 ③ ④ 

小レポート提出 

【第 10 回】 
初期発話期にある子どもの支援 
   講義：インリアル法の考え方 
  【学習目標との対応】学習目標 ③ ⑤ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第 11 回】 

心の理論（Theory of Mind） 
   討議：「空気を読む」とは？ 
   講義：心の理論とその発達 
  【学習目標との対応】学習目標 ① ② ③ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第 12 回】 

ことばのある自閉症児の言語・コミュニケーション支
援 
  講義：自閉症児に見られる困難 
  討議：事例をもとに支援の実際を考える 
  【学習目標との対応】学習目標 ⑤ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 

【第 13 回】 
話しことばから書きことばへ 
  討議：文字（ひらがな）の読み書きができるよう
になるためには？ 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
提示） 



  講義：文字（ひらがな）習得の前提条件と支援の
留意点 
  【学習目標との対応】学習目標 ③ ④ ⑤ 

【第 14 回】 

言語・コミュニケーション支援に求められること 
  討議：「こだわり行動」を例に考える 
  講義：発達支援の基本方針 
  【学習目標との対応】学習目標 ⑤ 

最終試験に向けての準備 

【第 15 回】 授業のまとめと最終試験 
  【学習目標との対応】学習目標①〜⑤ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED308-
A51 

2.科目名 知的障害児における情報機器等の活用と指導 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄谷淳 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

情報技術の発展と社会への広がりの中，学習指導要領においても，特別支援教育における情
報機器等の活用が求められている。本講義では，特別支援教育におけるコンピュータ機器等
の活用について，以下に示す内容を中心に行う。 
①知的障害教育におけるコンピュータやインターネットなどの利用に関する現状と課題 
②知的障害のある子どもの指導で活用されている市販の学習ソフトの体験，評価 
③パワーポイントを利用した，数や文字などに関する学習教材ソフトの作成 
④コミュニケーション手段としての AAC(補助･代替コミュニケーション) 
⑤動画を用いた，動詞を指導するソフトウェア教材の作成 
※進行状況等によりシラバスや日程を変更することがある 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・知的障害のある児童・生徒の指導に活用できる ICT について理解する。 
・知的障害のある児童・生徒の実態に応じた学習ソフトを作成する力を身につける。 

19.教科書・教材 授業でプリントを配布及び WEBCLASS で提示 

20.参考文献 

・新学習指導要領 
・パワーポイントの使い方に関するわかりやすい参考書を購入して授業に持参することが望
ましい。ただし，自分が所有しているパワーポイントのバージョンにあった参考書にするこ
と。 
インターネットで，ipad やスマートフォン等で活用できる学習アプリや学習実践例を検索す
ると参考になる。 

21.成績評価 

自作教材の作成(60%) 
 1.どちらが大きい 2.どちらが小さい 3.どれが一番大きい 4.どれが一番小さい 5.いく
つかな 6.なんと読むのかな 7.〜が〜する(「バイクが走る」「飛行機が飛ぶ」など) 8.す
ごろく教材 
※自作教材は，全て指定された期限までに WEBCLASS にて提出すること。遅れての提出は
認めない。 
レポート(20%) 
指定された期限までに WEBCLASS にて提出すること。遅れての提出は認めない。 
最終試験(20%) 
ルーブリック 
自作教材のタイトル，名前は書かれているか 
開始ボ 

22.コメント 

学校教育では教師の ICT 活用能力が問われています。特別支援教育においても情報機器の活
用がコミュニケーションや学習活動を促進する大きな役割を果たしています。また，子ども
たちも情報機器に興味関心があり，操作することによってコミュニケーションや社会参加が
できることに大きな喜びを感じることがよくあります。楽しみながら学べる教材づくりの力
を身につけましょう。 
この授業では演習が多くなります。他の学生の自作教材を参考にしながらも，実際のこども
の姿を思い浮かべて，指導に役立つオリジナルな教材作成に挑戦しましょう。 



23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応をする 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

・この授業のゴールとめざすものについて 
・オリエンテーション(シラバスの説明，授業方法と
評価) 
・PC の大学ネット KUINS 接続の確認、パワーポイ
ントの起動確認、バッテリー及び電源確認 

▼知的障害の意味を調べてくる。 

第２回 
 

・知的障害とは何か 
・学習教材ソフトの検索と発表 
・市販学習教材ソフトの紹介 

▼知的障害教育の現場で情報機器が使用され
ている例，ネット上にある知的障害教育に活
用できそうな無料の学習ソフトを見つけ試用
する。(180 分) 

第３回 
 

・過年度受講生自作教材の紹介 
・レポート課題の提示 
・作成教材の提出方法の提示 
・知的障害児のための学習ソフトの作成①大小弁別プ
ログラム「どちらが大きい(小さい)かな」 

 

第４回 
・知的障害児のための学習ソフトの作成②数量のプロ
グラム「いくつかな」 

 

第５回 ・知的障害児のための学習ソフトの作成③漢字の読み
のプログラム「よめるかな」 

▼「どちらが大きい(小さい)かな」「いくつ
かな」を修正したり，バージョンアップした
りする。(120 分) 

第６回 
・知的障害児のための学習ソフトの作成 これまでの
技法①②③を使った教材作り 

 

第７回 
・知的障害児のための学習ソフトの作成 動詞のプロ
グラム①「動きのことば①」 

▼「よめるかな」を修正したり，バージョン
アップしたりする。(120 分) 
▼①②③を使った教材を修正したり，バージ
ョンアップしたりする。(120 分) 

第８回 
・知的障害児のための学習ソフトの作成 動詞のプロ
グラム②「動きのことば②」 

▼「動きのことば①」を修正したり，バージ
ョンアップしたりする。(120 分) 

第９回 
・知的障害児のための学習ソフトの作成 動詞のプロ
グラム③「ビデオを使って動きのことば」 

▼「動きのことば②」を修正したり，バージ
ョンアップしたりする。(120 分) 

第１０回 ・動詞のプログラム①②③の技法を使った教材作り 
▼「ビデオを使って動きのことば」を修正し
たり，バージョンアップしたりする。(120
分) 

第１１回 ・すごろく教材の作成① 
▼動詞のプログラム①②③の技法を使った教
材について修正したり、バージョンアップし
たりする。(120 分) 

第１２回 ・すごろく教材の作成② 
▼すごろく教材を実際にこどもに使ってみ
て，教材の改善につなげる(120 分) 

第１３回 
・すごろく教材の作成③ 
・学習のまとめ 

▼すごろく教材を修正したりバージョンアッ
プしたりする。(120 分) 

第１４回 試験  
第１５回 ・作成したすごろく教材の発表会と振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED309-
A51 

2.科目名 障害児教育論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 

高校（英語） 高校（公
⺠） 高校（福祉）  小学
校１種 中学(英語） 中
学（社会）   特支 幼稚
園１種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①子どもが障害を持って生きるということについて、考察を深め、十分に理解する。 
②全ての子どもに教育を受ける権利があり、その権利を実現するために、障害児教育に関す
る法･制度がど のように整備されてきたのか、その歴史と現在のシステムについて学ぶ。 
③障害のある子ども達のよりよい発達を支援するため、どのような教育が提供されるべきな
のか、障害種別 にその障害の特性と教育法について学ぶ。 
④近年その存在が認識されるようになった発達障害についても、その特性に応じた教育法に
ついて学ぶ。 
⑤障害のある子ども達の発達を支えるために、保護者支援も欠かすことができない。保護
者･家族へのサポートシステムについて学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの 1）自立性、5）コミュニケーションスキル、
６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連している 
障害児教育についての学習を進めることで、自分の知識や経験に対する科学的な裏づけが進
み、実践力に結びつけていくための基礎づくりをする。 
①障害を持って生きることの意味を知り、自分の中にあった障害感を見つめなおし、障害者
差別の意識を変えていく。そして障害のある子ども達に対する共感的態度を養う。 
②障害の特性とその指導法について知識と簡単な技術を習得する。 
③障害児に関わる社会 

19.教科書・教材 教科書は使用しない。資料配布。 

20.参考文献 
「よくわかる障害児教育」 石部元雄ほか著 ミネルヴァ書房  
「特別支援教育の基礎」 宮元信也･石塚謙二･柘植雅義他監修 東京書籍 
「よく分かる発達障害」 小野次郎･上野和彦･藤田継編著  ミネルヴァ書房 

21.成績評価 

①講義終了時の小レポート（1％×１5 回）  15％・・・学習目標①に対応 
②アサインメントのレポート（5％×5 回）  25％・・・学習目標①②に対応 
③パンフレット作成  20％・・・学習目標②③に対応 
④振り返り・総括試験  40％・・・振り返り・総括 

22.コメント 

障害を持って生きることが特別なこととして認識されない様に、どの子どもにも必要な配慮
ができる、そんな丁寧な支援教育ができるように、この科目の学習を進めてほしいと思いま
す。障害児教育の理念とその実現の方法ををしっかりと身につけることは、障害のある子と
その家族を本当に支えることにつながります。この科目は障害児教育のほんの入り口にしか
過ぎませんが、大事な初めの一歩になってほしいと思います。 

23.オフィスアワー 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 

＊障害児教育を学ぶにあたって  （教科書 P.2~25) 
    《グループ討議》 
    障害と言う言葉に対して自分の持っているイメ
ージについて話し合う 
  《発表》 
     グループごとの話し合いの結果を発表 
                                  
講義に繋げていく 
   
 

〇「障害」という言葉の意味について考えて
みる 
〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく 

第 2 回 ＊:障害児教育の歴史  （教科書 P.26~35) 
〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（１20 分） 

第 3 回 

＊障害児教育から特別支援教育へ  （教科書
P.36~53) 
 日本の障害児教育の理念とシステムの i 歴史的な変
化が、障害のある子達に何をもたらしたのについて学
ぶ。 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（60 分） 
〇視覚特別支援学校について調査し、理解し
ておく。 
〇視覚障害者が使う自助具について、調べて
おく。 

第 4 回 

＊発表 
アサインメントで調べた視覚障害特別支援学校、自助
具について発表。 
知識を共有する。（発表 3 名） 
＊視覚障害児の障害特性と教育方法  （教科書 P.５
６〜５９） 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（60 分） 
〇聴覚障害特別支援学校について調査し、理
解しておく。（180 分） 
◎レポート① 
聴覚障害児のコミュニケーション手段につい
て調べ、それぞれのメリット・デメリットに
ついてレポートにまとめる。 
次週提出。（120 分） 

第 5 回 

＊発表 
 アサインメントで調べた聴覚特別支援学校について
発表。知識を共有す る。（発表 2 名） 
＊聴覚障害児の障害特性と教育方法   （教科書
P.60~65) 
★レポート①提出 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（60 分） 
〇知的障害特別支援学校について調査する。
（180 分） 
〇知的障害の程度の区分について調べ、その
区分ごとに知的障害児・者が日常生活場面で
どの様なことができるのか、できないのかイ
メージできるようにしておく。（120 分） 

第 6 回 

＊発表 
 アサインメントで調べた知的障害の程度による、状
態像の違いについて発表し、みんなで知識を共有す
る。（発表 2 名） 
＊知的障害児の障害特性と教育方法  （教科書
P.60~65) 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（60 分） 
◎レポート② 
自閉症スペクトラムの定義を、ICD-10、
DSM-5.文部科学省のそれぞれについて調
べ、一覧表にする。 
次週提出する。（120 分） 

第 7 回 

＊発表 
アサインメントで調べた自閉症スペクトラムの定義に
ついて発表し、知識の共有を図る。（2 人） 
＊自閉症スペクトラムの障害特性と教育方法  
                    （教科書
P.70~75,P.106~107,P.112~113) 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（60 分） 
〇肢体不自由特別支援学校について、また、
肢体不自由児が使う自助具について調べる。
（300 分） 



★レポート② 提出 
 

第 8 回 

＊発表 
アサインメントで調べた肢体不自由特別支援学校と、
自助具について発表し、知識の共有を図る。（2 人） 
＊肢体不自由時の障害特性と教育方法 （教科書
P.76~81) 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（60 分） 
〇病弱児教育があまり意識されていない原因
について調べ、解決していくべき課題につい
て、自分なりに考えておく。（120 分） 

第 9 回 

＊アサインメントで調べた病虚弱児教育の現状とあま
り意識されていない原因について、発表する。（2
人） 
＊病虚弱児の障害特性と、教育方法 （教科書 
P.82~85) 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（60 分） 
◎レポート③ 
ことばの教室と通級指導教室のそれぞれの機
能と役割、指導の内容などについて、その違
いが分かるように、レポートにまとめる。 
次週提出 

第「10 回 
＊言語障害児、及び情緒障害児の障害特性と教育方法 
（教科書 P.86~93) 
★レポート③ 提出 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（120 分） 
〇ADHD の子どもが授業に集中するため
に、教室の中をどの様にすればよいのか、そ
の理由も含めて、自分なりに考えておく。 
 

第 11 回 

＊発表 
アサインメントで調べた、ADHD の子ども達に対す
る、教室環境の配慮について発表する。（2 人） 
＊LD の障害特性と教育方法 （教科書 
P.102~103,1０８~１０９) 
＊ADHD の障害特性と教育方法 （教科書 
P.104~105,P、１１０〜１１１） 

◎グループごとに、担当する障害に関する
「障害理解のためのパンフレット」作りをし
ておく。（事前にグループが担当する障害は
割り振る） 
(360 分） 
◎次回 PC 持参 

第 12 回 

＊パンフレット作り 
グループごとに担当する障害に関する「障害理解のた
めのパンフレット作り」をする。 
各グループごとの、パンフレットについての発表を
し、学びの結果を共有する。 
★パンフレット提出 

〇重症心身障害児について、将棋の状況、療
育などについて自分なりに調べてまとめてお
く。 （120 分） 

第 13 回 

＊見学実習  （重症心身障害児施設） 
①重症心身障害児施設で、見学実習をする。 
②重症心身障害の特性と、その療育について学ぶ。 
③重症心身障害児に接することで、障害とともに生き
るとはどういうことなのかを豊かな感受性を持って考
え、療育のあり方について自分なりに考える。 
 

〇教科書の次回の講義範囲を熟読し、自分な
りの理解を深めておく。（１２０分） 
◎レポート④ 
児童相談所とはどのようなところで特別支援
教育とどの様な関連があるのかについて調べ
て、レポートにまとめておく。 
（次週提出） 

第 14 回 

＊障害のある子のためのソーシャルサポートシステム 
                  （教科書 P.１
５４〜１８５） 
障害児に対するサポートは、教育だけではなく、福祉
の分野も大きく関わっている。特に両親や家族支援、
地域育成など、教育と車の両輪をなして障害児を支え
ている。その情報について学ぶ。 
★レポート④ 提出 

〇教科書を通読して、半期の間に学んだこと
を振り返り、自分の知識の整理をする。 
◎レポート⑤ 
半期の学修を通じて、自分の障害観がどのよ
うに変化したのかを振り返り、レポートにま
とめる。（180 分） 
次週提出 



第 15 回 
＊半期の間の学びの振り返り 
＊総括テスト 
★レポート⑤ 提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED403-
A01 

2.科目
名 

教育実習(特別支援学校) 
3.単位
数 

3 

4.授業担当教員 梶正義、鳥居深雪、中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

展開科目 
特別支援教育分野
における実務経験
のある教員による
授業科目 

6.必
修・ 
選択の
区分 

選択 
7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学
期〜秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 
9.履修学
年 

４年 

10.取得資格の要件  
11.先修条
件  

12.研究室 ※ 13.電話番
号 

※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形
態 

講義、実習 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育
の実際場面での研究と指導力を高めることがねらいである。 
 そのため、教育実習にあたっては、その意義や目的、教育指導上基
本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。 
 実習事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習
のみでなく、教師としてのあり方、姿勢も含め、きわめて重要な学習
であるといえる。 
 教育実習は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとする
ものであるので、事前事後指導の学習が実習だけでなく、今後の進路
に影響することもある重要な役割を担っているのが本科目の大きな特
徴である。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学科目標 
知り得た知識、経験を総合化し、まとめることができる。 
・特別支援学校の実習に向けて、教室内外で学習した知識と、自らの
経験とその振り返りの成果を総合化し、卒業研究、教育実習等に体系
的にまとめることができる。 
学習ベンチマーク 
＜自律性＞ 自分の行動や発言、役割や立場に責任があることを自覚
し、ものごとを最後まで遂行できる。 
・特別支援学校での実習に必要な協働的な活動で、自分の役割を理解
し、最後までやり遂げたことについて改善点を整理することができ
る。 
＜思考／判断力＞よりよい問題解決のために、偏った判 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学特別支援学校教育実習ハンドブック 

20.参考文献 
文部科学省特別支援学校学習指導要領 
文部科学省特別支援学校学習指導要領自立活動解説書 
 

21.成績評価 
①実習のための知識や技能を習得するための教材研究。 
②実習で学んだことを振り返りまとめる。 



③指導案の作成と検討会 
④事前調査（実習予定校に関して調べまとめる。）  
指導案の作成・教材作成   ２０％ 
特別支援学校実習    ６０％ 
発表・レポート・検討会 ２０％  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
4/13 

オリエンテーション 科目のねらい・学
習の進め方・ルール・評価について  
  昨年度の教育実習から        
連絡事項  
プロローグ  特別支援学校教育の概
要・役割    特別支援学校教師に期
待されるもの   特別支援学校教育実
習の意義と目的  児童生徒理解  
 

○実習校の調査（120 分） 

第 2 回目 4/20 

特別支援学校学習指導の実際①  授業
参観（CD を見て） 
  授業参観記録の書き方（参観の視
点・ポイント） 
教育実習全体の流れ 
 教育実習の心得・心構え・・・積極的
に教育現場に学ぶための心構え、規範意
識、服装、挨拶、言葉づかい 
 

○指導案作成に関して、文献及
び昨年度までのものを参考に研
究（120 分） 

第 3 回目 4/27 

特別支援学校の１日・教員の１日（神⼾
市 S 校の場合） 
  特別支援学校の教育実習の内容① 
A 学校経営・教育課程・学校行事 B 
学校安全・安全管理・学校保健   F 
職員研修・職員会・各委員会 
   指導案検討① 
 

○次回までに指導案作成①
（240 分） 

第 4 回目 5/11 

特別支援学校教育実習の内容② C 学
年経営・学級経営・集団づくり    
D 移動介助、給食介助 E 学校給食・
食育教育 
特別支援学校学習指導の実際②  指導
略案 形式と内容（学習活動・留意点・
支援・評価・発問と板書・・・）    
指導案検討② 
 

○次回までに指導案作成②
（240 分） 

第 5 回目 5/18 

特別支援学校学習指導の実際③ 学習指
導案 形式と内容（単元目標・指導にあ
たって・趣旨・指導計画・評価・ 教材
観・児童観・指導観・・・本時の学

○次回までに指導案作成③
（240 分） 



習・・・・・） 
指導案検討③  
 

第 6 回目 5/25 

実習日誌・各記録の書き方   資料整
理のし方   挨拶文作成（はじめと終
わり・お礼の手紙）   連絡事
項                         
指導案検討④ 

○次回までに指導案作成④
（240 分） 

第 7 回目 6/ 1 
 

指導案検討⑤。 指導案等作成、教材準
備も、事前打ち合わせを含む 

○次回までに指導案作成⑤
（240 分） 

第 8 回目 6/8 
特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出 

○次回までに指導案作成⑥
（240 分） 

第 9,10,11,12,15   回目 6/15,22,29, 
7/6, 27 

特別支援学校教育実習    実習日
誌、指導案、各種記録の提出 

○次回までに指導案作成⑦
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 13 回目 7/13 
特別支援学校教育実習報告会。 実習日
誌、指導案、各種記録の提出 

○次回までに指導案作成⑧
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 14 回目 7/20 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出 
指導案検討  
 

○次回までに指導案作成⑨
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 16,17 回目 9/27, 10/4 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                      
実習日誌、指導案、各種記録の提出 
指導案検討  
 

○次回までに指導案作成⑩
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 18,19,20,22,23,24,25,28,30 回目 
10/11,10/18,10/25,11/8,11/15,11/22, 
11/29,12/20,1/17 

特別支援学校教育実習。 （実習時間 
９０時間 実時間と指導案等作成、教材
準備も、事前打ち合わせを含む） 

○次回までに指導案作成⑪
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 21,26,27 回目 11/1,12/6,12/13 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出       
指導案検討⑦⑧ 

記録整理 

第 29 回目 1/10 
 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出  
特別支援学校教育実習全体のまとめ    
教育実習の成績評価について 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
M51 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・経営学部の三木キャンパスの学?は２年?進級時に防災･危機ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻と地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専
攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには経営の基礎知識やマネジメントの基本
を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会においてチームでプロジェクトに
取り組むことも必要です。 
・この授業では２年?進級時の専攻選択の準備を?うとともに、業界研究等のグループワーク
（外部  講師による講話の受講と質疑応答を含む)を?います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標は DP の（１）?律性、（４）問題発?・解決?、（５）コミュニケーションス
キル  に関連しています。 
学習?標① 専攻選択に向けた各専攻における学びのテーマの概要について学ぶ 
学習?標② 専攻選択に向けた志望動機の整理と具体的な学習テーマの探求 
学習?標③ 専攻選択に向けたエントリーシートその他必要な申請書類の執筆とその準備 
学習?標④ 各種業界の事前研究において、?献･記事検索を駆使して?分の関?領域の情報を収
集して課題を?つけ、グループディスカッションを実施して、レポートにまとめること 

19.教科書・教材 毎回レジュメを配布します。 
20.参考文献  

21.成績評価 
e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ??と授業態度 10％ 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸﾚﾎﾟｰﾄ 45%  
個?レポート  45％ 

22.コメント 

・この授業では教員がグループを編成して、グループディスカッション、グループワーク、
プレゼン  テーションなどを中?に?います。主体性を持って積極的に参加することを望みま
す。 
・また、多くの回でワークシートを作成し提出します。授業中の説明や講話のメモを取り、
グループ  での議論をまとめてレポートを完成させてください。 
専攻選択については、エントリーシートを順次重ねながら年内をめどに決定します。 

23.オフィスアワー 月曜日 昼時間 12 時 15~13 時 (4 号館５階 村田研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(9/26) 

【オリエンテーション】 
・演習の進め?をシラバスで確認し、評価基準などを
説明します。 
・専攻選択に向けたスケジュールなどを説明します 
 

〇各専攻コースで興味を持った点をあげ、専
攻コースの希望順を記入する。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第２回
(10/3) 

【専攻ケーススタディ①】 地域マネジメント専攻  
・三木キャンパスでの地域マネジメント専攻の概要な
どを学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること   
 

「地域マネジメント専攻」について学んだこ
とを 400 字以上にまとめて、WebClass に提
出すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第３回 【専攻ケーススタディ② 】防災・危機マネジメント 「防災･危機マネジメント専攻」について学



(10/17) 専攻 
・三木キャンパスでの 防災・危機マネジメント専攻
の概要などを学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること   
 

んだことを 400 字以上にまとめて、
WebClass に提出すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第４回
(10/24) 

【専攻研究①】 
・三木キャンパスでの 2 年生からの新専攻につい
て、JamBoard を使って各人の希望を聞くとともに自
分は何をなぜ学びたいか整理して考えていきます。 
・現時点での各自が希望する専攻を仮決めします。 
 

授業中に課題を提示するので WebClass に
提出ください。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第５回
(10/31) 

【専攻研究②】 
・現時点での各自が希望する専攻について、仮のエン
トリーシートを作成して提出します。 

授業中に課題を提示するので WebClass に
提出ください。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第６回
(11/7) 

【専攻ケーススタディ③】 尼崎 C 経営･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
専攻 
・尼崎キャンパスでの経営･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ専攻の概要など
を学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること   
 

「経営･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ専攻」について学んだこと
を 400 字以上にまとめて、WebClass に提出
すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第７回
(11/14) 

【専攻ケーススタディ④】 尼崎 C ビジネスデザイ
ン専攻 
・尼崎キャンパスでのビジネスデザイン専攻の概要な
どを学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること 
 

「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻」について学んだことを
400 字以上にまとめて、WebClass に提出す
ること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第８回
(11/21) 

【業界事前研究（流通）】                  
・イオンリテール㈱の概要、流通小売業界や競合会社
の概要や次回の外部講師への質問などをグループで論
議してレポートを作成します。 
 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第９回
(11/28) 

【外部講師講話①】（イオンリテール㈱大阪支社⻑） 
・外部講師の方に講話を行っていただいた後、講師の
方と前回の事前研究の質問を中心にして質疑応答を行
います。残りの時間で講話を聴き考えたことについて
個人レポートを作成します。 
 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１０回 
(12/5) 

【エントリーシートの確認】 
専攻エントリーシートを完成させて WebClass に提
出 
林先生による講話 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１１回
(12/12) 

【外部講師講話②】（ネスタリゾート人事総務部 一
色課⻑） 
・外部講師の方に講話を行っていただいた後、講師の
方と前回の事前研究の質問を中心にして質疑応答を行
います。残りの時間で講話を聴き考えたことについて
個人レポートを作成します。 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１２回 【外部講師講話③】（三木市総合政策部縁結び課 清 ・当日提示される課題を web class に提出



(12/19) 水主幹/岡島） 
・外部講師の方に講話を行っていただいた後、講師の
方と前回の事前研究の質問を中心にして質疑応答を行
います。残りの時間で講話を聴き考えたことについて
個人レポートを作成します。 

すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１３回
(1/16) 

【オリジナル名刺を作ろう！】 
自身の魅力を最大限に表現したキャッチコピーを考え
る。ワードを使った名刺の作り方を学び、業界研究時
に使用する「名刺」を作成する。 

名刺作成フォーマットにｵﾘｼﾞﾅﾙ名刺を作成し
てみる 
★フル充電のＰＣを持参のこと（ｽﾏﾎ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
は不可） 

第１４回
(1/17) 

【専攻別グループワーク】 
・専攻別に 5 名程度のグループに分かれて、出され
た課題について議論し、グループの意?をまとめて発
表します。 
 

 
・「専攻を学ぶ将来に向けた決意」を各自提
出すること。 
★フル充電のＰＣを持参すること 

第１５回
(1/24) 

【まとめと e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成】 
アサインメントでまとめてきた内容に専攻を選択した
理由などを含めて 3 分間で、専攻進学に向けた決意
表明として発表する。 
★フル充電のＰＣを持参のこと。 

PM1 で学んだことを e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵに投稿す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
M52 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・プロジェクトマネジメント入門 
社会にでると会社や組織で人と関わりながら仕事をしますが、特にチームで仕事をすること
が多くなります。また、ルーティンワークとは別に、有期で（期限が決められていて）、ミ
ッション（特別な目的）を与えられたプロジェクトに取り組むこともあります。この授業で
は、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につけるため、グループワークを
プロジェクトマネジメントとして取り組みます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・専攻コース選択 
１年生の皆さんは、この授業で国際ツーリズム、地域マネジメント、防災･危機マネジメン
トの３つの専攻について学び、最終的に専攻コースの選択をします。先輩の話や、専門の先
生の話が聞ける貴重な授業になります。 
・業界研究実習の準備 
専攻コース選択をした業界に、冬学期に初めて実社会に出ます。その準備として、自分の強
みを発見し、自身の魅力を最大限に表現したキャッチコピーを考えて名刺を作ります。ま
た、「専攻スを学ぶ将来に向けた決意」について 3 分間スピーチします。 

19.教科書・教材 毎回レジュメを配布します。 
20.参考文献  

21.成績評価 

ワークシート①②③@10X3＝ 40% 
名刺及び名札作り 10％ 
業界研究準備 20％ 
専攻選択に向けた各種レポート、申請書類 30％ 
 

22.コメント 

この授業は、ペアワークやグループワーク、プレゼンテーションなどアクティブラーニング
を中心に行います。主体性を持って積極的に参加することを望みます。 
また、毎回ワークシートを作成し提出します。授業中は板書されたものだけでなく、口頭で
説明されることもメモを取り、ワークシートを完成させてください。 
専攻選択については、意向調査を重ねながら最終的に 1 月に決定します。 

23.オフィスアワー 月曜日 昼時間 12 時 10~1 時 10 分 (4 号館４階 村田研究室)：調整中 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(9/27) 

オリエンテーション （学科説明・専攻紹介） 
２年次からケーススタディを学ぶための３専攻につい
て解説をします。 
その後、演習の進め方をシラバスで確認します。 
◯現時点での希望する専攻・出口イメージについての
アンケートをします 
 

〇各専攻コースで興味を持った点をあげ、専
攻コースの希望順を記入する。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第２回 【遠隔】ケーススタディへの誘い① 防災・危機マネ 「防災･危機マネジメント専攻」について学



(10/4) ジメント専攻 んだことを 500 字程度にまとめて、
WebClass に提出すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第３回
(10/11) 

【遠隔】ケーススタディへの誘い② 地域マネジメン
ト専攻 

「地域マネジメント専攻」について学んだこ
とを 500 字程度にまとめて、WebClass に提
出すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第４回
(10/18) 

【遠隔】ケーススタディへの誘い③ 国際ツーリズム
専攻 
<10/7 に尼崎で録画> 
 

「国際ツーリズム専攻」について学んだこと
を 500 字程度にまとめて、WebClass に提出
すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第５回
(10/25) 

キャリアプロジェクト①−性格・価値観の自己診断と
適職診断 
専攻選択調査 <エントリーシートの記入> 
 

あなたの性格・価値観分析と適職診断で分か
ったことを 600 字程度にまとめて、
WebClass に提出すること。 

第６回
(11/1) 

エントリーシートの確認、修正 
＜林先生からの講話＞ 

自分のエントリーシートを見直し、必要な修
正を行い、修正版を WebClass に提出する 

第７回
(11/8) 

【尼崎共通課題】 
外部講師による講話（三木市地域包括センター職員） 
ー地域での取り組みー 
安全･安心社会に向けた社会の対応力、適応力を身に
つける一環として｢認知症」について理解する。 
 

〇当日示されるワークシートを行い、次回ま
でに提出すること。  
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第８回
(11/15) 

「キャリアプロジェクト」② 
4 年間のキャリア活動の概要を把握し、自分の将来の
イメージを持つ 
<キャリアサポート室から藤井次⻑を講師として招聘
> 
☆11 月 26 日のウィークリーアワーで「専攻エントリ
ーシート」を提出☆ 

〇講師の話から、キーワードを抽出して説明
する。 
これから大学で何をすべきかの決意表明 
これらを次回までに WebClass に提出 
★フル充電のＰＣを持参のこ 
と 

第９回
(11/22) 

オリジナル名刺を作ろう①】 
自身の魅力を最大限に表現したキャッチコピーを考え
る。ワードを使った名刺の作り方を学ぶ。 

〇当日示されるワークシートを行い、次回ま
でに提出すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１０回 
(11/29) 

【オリジナル名刺を作ろう！②】 
背景や字体、レイアウトなどを考え、デザインする。 
作成した名刺をベースに、業界研究時に使用する「名
札」を作成する。 

〇当日示されるワークシートを行い、次回提
出すること。（60 分） 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１１回
(12/6) 

「キャリアプロジェクト」③ 
学修フローチャート、適性診断結果、キャリアサポー
トの講話などをもとに、自らのキャリアビジョンを作
成する。 

○名刺作成フォーマットを読んで作成してみ
る 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１２回
(12/13) 

 「キャリアプロジェクト」④ 
自らのキャリアプランをグループ内で発表し、実現に
向けた方策について、グループ内で議論し、自分のキ
ャリアプランを見直す。 

○フォーマットに完成させ WebClass に提
出  
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１３回
(12/20) 

【業界研究実習準備①】 
各希望専攻に分かれ、今後の学修・実習のための準備 ★フル充電のＰＣを持参のこと 



を行います。 
★フル充電のＰＣを持参のこと。 

第１４回
(1/17) 

【業界研究実習準備②】 
各希望専攻に分かれ、今後の学修・実習のための準備
を行います。 

○アサインメント：各自、選択した専攻での
学びや問題意識をベースに、今後研究してみ
たい事象や課題について、レポート（800〜
1000 字）としてｅポートフォリオにまとめ
る。内容としては、「選択した専攻」「専攻に
関係する業界における興味のある問題」「そ
の解決のために研究してみたい様々な事柄」
「専攻を学ぶ将来に向けた決意」を順にまと
めること。 
★フル充電のＰＣを持 

第１５回
(1/24) 

ふりかえり 
アサインメントでまとめてきた内容に専攻を選択した
理由などを含めて 3 分間で、専攻進学に向けた決意
表明として発表する。 
★フル充電のＰＣを持参のこと。 

★フル充電のＰＣを持参のこと。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
M53 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中綾子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・経営学部の三木キャンパスの学?は２年?進級時に防災･危機ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻と地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専
攻に分かれます。各専攻の学びを深めていくためには経営の基礎知識やマネジメントの基本
を学ぶことに加えて、産学連携を通じた実践的な学修機会においてチームでプロジェクトに
取り組むことも必要です。 
・この授業では２年?進級時の専攻選択の準備を?うとともに、業界研究等のグループワーク
（外部  講師による講話の受講と質疑応答を含む)を?います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標は DP の（１）?律性、（４）問題発?・解決?、（５）コミュニケーションス
キル  に関連しています。 
学習?標① 専攻選択に向けた各専攻における学びのテーマの概要について学ぶ 
学習?標② 専攻選択に向けた志望動機の整理と具体的な学習テーマの探求 
学習?標③ 専攻選択に向けたエントリーシートその他必要な申請書類の執筆とその準備 
学習?標④ 各種業界の事前研究において、?献･記事検索を駆使して?分の関?領域の情報を収
集して課題を?つけ、グループディスカッションを実施して、レポートにまとめること 

19.教科書・教材 毎回レジュメを配布します。 
20.参考文献  

21.成績評価 
e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ??と授業態度 10％ 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸﾚﾎﾟｰﾄ 45%  
個?レポート  45％ 

22.コメント 

・この授業では教員がグループを編成して、グループディスカッション、グループワーク、
プレゼン  テーションなどを中?に?います。主体性を持って積極的に参加することを望みま
す。 
・また、多くの回でワークシートを作成し提出します。授業中の説明や講話のメモを取り、
グループ  での議論をまとめてレポートを完成させてください。 
専攻選択については、エントリーシートを順次重ねながら年内をめどに決定します。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼時間 12 時 15~13 時 (4 号館５階 研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(9/26) 

【オリエンテーション】 
・演習の進め?をシラバスで確認し、評価基準などを
説明します。 
・専攻選択に向けたスケジュールなどを説明します 
 

〇各専攻コースで興味を持った点をあげ、専
攻コースの希望順を記入する。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第２回
(10/3) 

【専攻ケーススタディ①】 地域マネジメント専攻  
・三木キャンパスでの地域マネジメント専攻の概要な
どを学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること   
 

「地域マネジメント専攻」について学んだこ
とを 400 字以上にまとめて、WebClass に提
出すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第３回 【専攻ケーススタディ② 】防災・危機マネジメント 「防災･危機マネジメント専攻」について学



(10/17) 専攻 
・三木キャンパスでの 防災・危機マネジメント専攻
の概要などを学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること   
 

んだことを 400 字以上にまとめて、
WebClass に提出すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第４回
(10/24) 

【専攻研究①】 
・三木キャンパスでの 2 年生からの新専攻につい
て、JamBoard を使って各人の希望を聞くとともに自
分は何をなぜ学びたいか整理して考えていきます。 
・現時点での各自が希望する専攻を仮決めします。 
 

授業中に課題を提示するので WebClass に
提出ください。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第５回
(10/31) 

【専攻研究②】 
・現時点での各自が希望する専攻について、仮のエン
トリーシートを作成して提出します。 

授業中に課題を提示するので WebClass に
提出ください。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第６回
(11/7) 

【専攻ケーススタディ③】 尼崎 C 経営･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
専攻 
・尼崎キャンパスでの経営･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ専攻の概要など
を学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること   
 

「経営･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ専攻」について学んだこと
を 400 字以上にまとめて、WebClass に提出
すること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第７回
(11/14) 

【専攻ケーススタディ④】 尼崎 C ビジネスデザイ
ン専攻 
・尼崎キャンパスでのビジネスデザイン専攻の概要な
どを学びます。 
・専攻とそこでの学びをよく研究すること 
 

「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻」について学んだことを
400 字以上にまとめて、WebClass に提出す
ること。 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第８回
(11/21) 

【業界事前研究（流通）】                  
・イオンリテール㈱の概要、流通小売業界や競合会社
の概要や次回の外部講師への質問などをグループで論
議してレポートを作成します。 
 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第９回
(11/28) 

【外部講師講話①】（イオンリテール㈱大阪支社⻑） 
・外部講師の方に講話を行っていただいた後、講師の
方と前回の事前研究の質問を中心にして質疑応答を行
います。残りの時間で講話を聴き考えたことについて
個人レポートを作成します。 
 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１０回 
(12/5) 

【エントリーシートの完成】 
専攻エントリーシートを完成させて WebClass に提
出 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１１回
(12/12) 

【外部講師講話②】（三木市総合政策部 / ネスタリ
ゾート人事総務部 
・外部講師の方に講話を行っていただいた後、講師の
方と前回の事前研究の質問を中心にして質疑応答を行
います。残りの時間で講話を聴き考えたことについて
個人レポートを作成します。 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 
★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１２回
(12/19) 

【外部講師講話③】（三木市総合政策部 / ネスタリ
ゾート人事総務部 

・当日提示される課題を web class に提出
すること 



・外部講師の方に講話を行っていただいた後、講師の
方と前回の事前研究の質問を中心にして質疑応答を行
います。残りの時間で講話を聴き考えたことについて
個人レポートを作成します。 

★フル充電のＰＣを持参のこと 

第１３回
(1/16) 

【オリジナル名刺を作ろう！】 
自身の魅力を最大限に表現したキャッチコピーを考え
る。ワードを使った名刺の作り方を学び、業界研究時
に使用する「名刺」を作成する。 

名刺作成フォーマットにｵﾘｼﾞﾅﾙ名刺を作成し
てみる 
★フル充電のＰＣを持参のこと（ｽﾏﾎ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
は不可） 

第１４回
(1/23) 

【専攻別グループワーク】 
・専攻別に 5 名程度のグループに分かれて、出され
た課題について議論し、グループの意?をまとめて発
表します。 
 

 
・「専攻を学ぶ将来に向けた決意」を各自提
出すること。 
★フル充電のＰＣを持参すること 

第１５回
(1/30) 

【まとめと e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成】 
アサインメントでまとめてきた内容に専攻を選択した
理由などを含めて 3 分間で、専攻進学に向けた決意
表明として発表する。 
★フル充電のＰＣを持参のこと。 

PM1 で学んだことを e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵに投稿す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y51 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅱ （1/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
【概要】 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 



連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター）  
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 

【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
最終レポートをまとめる 

【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y52 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅱ （2/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



最終レポートをまとめる 
【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y53 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅱ （3/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
月曜日昼 学習支援センター 
木曜日昼 研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



最終レポートをまとめる 
【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y54 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅱ （4/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メントと呼ぶ。本授業では、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につける
ため、個人・グループでのミッション（ワーク）に取り組んでいく。連携先がもつ課題を発
見し、解決する力を身につけていく。 
ビジネスマナーの習得 
企業等と連携して PBL 型学修に取り組むため、ビジネスマナーを習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークとし
ての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、観光サービ
スの課題発見・対応力、マーケティング手法に基づく知識とスキルの活用力、ビジネスマナ
ーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自律的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 授業中に指示します。 

21.成績評価 

学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との調査課題への取り組み：20％ 
②プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
③授業内のワーク：20％ 
④最終レポート：30％ 
⑤e ポートフォリオ：10％ 
 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学生はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

シラバスを事前に読んでおくこと。 

【第 2 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 3 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 4 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 5 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

PC 持参 

【第 6 回】 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 

PC 持参 

【第 7 回】 合同発表会準備 PC 持参 
【第 8 回】 合同発表会 PC 持参 
【第 9 回】 社会人基礎力・就活ワーク① PC 持参 
【第 10 回】 社会人基礎力・就活ワーク② PC 持参 
【第 11 回】 社会人基礎力・就活ワーク③ PC 持参 
【第 12 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 13 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 
【第 14 回】 到達確認試験の準備 PC 持参 



最終レポートをまとめる 
【第 15 回】 PM 演習Ⅱのふりかえり 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
A51 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学・福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では専門演習Ⅰに引き続き、問題解決型学習(PBL)と、研究テーマの探索、研究方
法、論文作成に必要なライティングスキルの向上に自発的に取り組んでいきます。また下記
サブテーマを切り口に、各自が興味関心のある具体的研究課題を設定し、そこから研究の問
いを導く方法についても学んでいきます。 
【概要】 
学習内容を深化させるために「保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・施設の子どもの命
を守る」という視点から、救急救命士の現場での具体的課題や経験学修を通して学びを深め
テーマに設定して進めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

関連する学科 DP 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践 

19.教科書・教材 適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】要約文の作成 10％×3＝30％ 
【課題 2】文献リストの作成 10％ 
【課題 3】先行研究レビューの整理表の作成 10％ 
※【課題 2】をもとに、研究上の到達点や問題点をまとめる 
【課題 4】先行研究レビューと研究の問い 20％ 
※提出までにプレゼンテーションを行う（具体的な研究の問いをどのように設定したのかを
報告する） 
※プレゼンテーションにおける他者からの指摘を踏まえ、課題 4 を提出する 
【課題 5】ふりかえりシートの提出 20％・KUIS ドリル 10％ 
〇ICT 活用力向上のため、基本的に Webclas 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目
（9/27） 

オリエンテーション 
（全体）  
■授業の進め方等の説明と受講の心構え 

〇ラーニングルートマップ修正（60 分）  
 



■ラーニングルートマップについて 
■e ポートフォリオについて  
■秋学期履修登録相互確認 
  （ゼミアワー） 

第２回目
（10/4） 

■研究テーマ作り 
春学期に作成したレポートを読み返す。 
「こどもたちの命を守る」という視点から、経験学修
での学びを振り返る。また、異文化との安全・安心と
いう観点からの視点を広げつつ、地域課題や教育・保
育・福祉の今日的課題を把握するための資料を集め、
把握した後に研究テーマを決める。（指定のテーマか
ら決めてもいい） 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習し
つつ、テーマを決める（60） 

第３回目
（10/11） 

■調査及び資料収集① 
研究テーマを探る。 
研究テーマ（興味のあるテーマ）がある程度決まった
時点で、テーマに沿った文献を集め、その中の最も興
味のある１つの文献を読む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習を
する（60） 

第４回目
（10/18） 

■考察する① 
選んだ１つの文献が伝えようとしていること（結果）
を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 

〇これまでの復習をする（60） 

第５回目
（10/25） 

■調査及び資料収集② 
１つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-1】の提出 

〇文献検索サイトを活用して研究テーマをリ
サーチする（90） 

第６回目
（11/1） 

■考察する② 
選んだ２つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 
 

〇文献リストの作成(60) 

第７回目
（11/8） 

■調査及び資料収集③ 
２つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 

グループでの先行研究などの共有（90） 



その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-2】の提出 

第８回目
（11/15） 

■考察する③ 
選んだ３つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。  
 

グループでの先行研究などの共有（90） 

第９回目
（11/22） 

■研究テーマの再考 
決めていた研究テーマを再確認するため、３つの文献
とその他の文献を整理し、テーマを再考する。 
■研究テーマに関する文献収集① 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。  
教育・保育現場へ足を運ぶ 
【課題 1-3】の提出 

〇先行研究の整理（120） 

第 10 回目
（11/29） 

■研究テーマに関する文献収集② 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。 

〇先行研究の整理（90） 

第 11 回目
（12/6） 

■研究の問いの設定① 
グループによる【課題 4】の意見交換 
■研究計画書の作成 
★【課題 3】の提出 

〇先行研究にもとづく研究の問いの吟味
（90） 

第 12 回目
（12/13） 

■教育保育現場の実情と課題 
 救急救命士の現場からの具体的講話  
■到達確認試験に向けての準備と説明 
★【課題 2】の提出 

〇プレゼンテーションの準備（90） 

第 13 回目
（12/20） 

■プレゼンテーション 
先行研究レビューの整理と研究の問いについて報告す
る 

◯先行研究の再整理と研究の問いの再検討
（90） 

第 14 回目
（1/10） 

■先行研究の再整理と研究の問いの修正 
プレゼンテーションでの指摘事項を踏まえて、先行研
究の再整理と研究の問いを見直す 
★【課題 4】の提出 

◯【課題 4】の提出準備（90） 

第 15 回目
（1/17） 

■授業のまとめ 
【課題 5】の作成と提出 
■学生生活の折り返しを迎えるにあたって、 
いかに学生生活の充実を図るかを大テーマとして、 
 アドバイザーとともに、２年生の１年間を振り返
る。 
 履修カルテ作成 
 到達確認試験の準備 
 Eーポートフォリオの作成 

〇秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記事投稿する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
A52 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学・福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では専門演習Ⅰに引き続き、問題解決型学習(PBL)と、研究テーマの探索、研究方
法、論文作成に必要なライティングスキルの向上に自発的に取り組んでいきます。また下記
サブテーマを切り口に、各自が興味関心のある具体的研究課題を設定し、そこから研究の問
いを導く方法についても学んでいきます。 
【概要】 
学習内容を深化させるために「保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・施設の子どもの命
を守る」という視点から、救急救命士の現場での具体的課題や経験学修を通して学びを深め
テーマに設定して進めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

関連する学科 DP 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践 

19.教科書・教材 適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】要約文の作成 10％×3＝30％ 
【課題 2】文献リストの作成 10％ 
【課題 3】先行研究レビューの整理表の作成 10％ 
※【課題 2】をもとに、研究上の到達点や問題点をまとめる 
【課題 4】先行研究レビューと研究の問い 20％ 
※提出までにプレゼンテーションを行う（具体的な研究の問いをどのように設定したのかを
報告する） 
※プレゼンテーションにおける他者からの指摘を踏まえ、課題 4 を提出する 
【課題 5】ふりかえりシートの提出 20％・KUIS ドリル 10％ 
〇ICT 活用力向上のため、基本的に Webclas 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日 4 限 
研究室オフィスアワー：⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回目
（9/27） 

オリエンテーション 
（全体）  

〇ラーニングルートマップ修正（60 分）  
 



■授業の進め方等の説明と受講の心構え 
■ラーニングルートマップについて 
■e ポートフォリオについて  
■秋学期履修登録相互確認 
  （ゼミアワー） 

第２回目
（10/4） 

■研究テーマ作り 
春学期に作成したレポートを読み返す。 
「こどもたちの命を守る」という視点から、経験学修
での学びを振り返る。また、異文化との安全・安心と
いう観点からの視点を広げつつ、地域課題や教育・保
育・福祉の今日的課題を把握するための資料を集め、
把握した後に研究テーマを決める。（指定のテーマか
ら決めてもいい） 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習し
つつ、テーマを決める（60） 

第３回目
（10/11） 

■調査及び資料収集① 
研究テーマを探る。 
研究テーマ（興味のあるテーマ）がある程度決まった
時点で、テーマに沿った文献を集め、その中の最も興
味のある１つの文献を読む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習を
する（60） 

第４回目
（10/18） 

■考察する① 
選んだ１つの文献が伝えようとしていること（結果）
を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 

〇これまでの復習をする（60） 

第５回目
（10/25） 

■調査及び資料収集② 
１つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-1】の提出 

〇文献検索サイトを活用して研究テーマをリ
サーチする（90） 

第６回目
（11/1） 

■考察する② 
選んだ２つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 
 

〇文献リストの作成(60) 

第７回目
（11/8） 

■調査及び資料収集③ 
２つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 

グループでの先行研究などの共有（90） 



重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-2】の提出 

第８回目
（11/15） 

■考察する③ 
選んだ３つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。  
 

グループでの先行研究などの共有（90） 

第９回目
（11/22） 

■研究テーマの再考 
決めていた研究テーマを再確認するため、３つの文献
とその他の文献を整理し、テーマを再考する。 
■研究テーマに関する文献収集① 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。  
教育・保育現場へ足を運ぶ 
【課題 1-3】の提出 

〇先行研究の整理（120） 

第 10 回目
（11/29） 

■研究テーマに関する文献収集② 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。 

〇先行研究の整理（90） 

第 11 回目
（12/6） 

■研究の問いの設定① 
グループによる【課題 4】の意見交換 
■研究計画書の作成 
★【課題 3】の提出 

〇先行研究にもとづく研究の問いの吟味
（90） 

第 12 回目
（12/13） 

■教育保育現場の実情と課題 
 救急救命士の現場からの具体的講話  
■到達確認試験に向けての準備と説明 
★【課題 2】の提出 

〇プレゼンテーションの準備（90） 

第 13 回目
（12/20） 

■プレゼンテーション 
先行研究レビューの整理と研究の問いについて報告す
る 

◯先行研究の再整理と研究の問いの再検討
（90） 

第 14 回目
（1/10） 

■先行研究の再整理と研究の問いの修正 
プレゼンテーションでの指摘事項を踏まえて、先行研
究の再整理と研究の問いを見直す 
★【課題 4】の提出 

◯【課題 4】の提出準備（90） 

第 15 回目
（1/17） 

■授業のまとめ 
【課題 5】の作成と提出 
■学生生活の折り返しを迎えるにあたって、 
いかに学生生活の充実を図るかを大テーマとして、 
 アドバイザーとともに、２年生の１年間を振り返
る。 
 履修カルテ作成 
 到達確認試験の準備 
 Eーポートフォリオの作成 

〇秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記事投稿する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
A53 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 島川香織 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学・福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では専門演習Ⅰに引き続き、問題解決型学習(PBL)と、研究テーマの探索、研究方
法、論文作成に必要なライティングスキルの向上に自発的に取り組んでいきます。また下記
サブテーマを切り口に、各自が興味関心のある具体的研究課題を設定し、そこから研究の問
いを導く方法についても学んでいきます。 
【概要】 
学習内容を深化させるために「保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・施設の子どもの命
を守る」という視点から、救急救命士の現場での具体的課題や経験学修を通して学びを深め
テーマに設定して進めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

関連する学科 DP 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践 

19.教科書・教材 適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】要約文の作成 10％×3＝30％ 
【課題 2】文献リストの作成 10％ 
【課題 3】先行研究レビューの整理表の作成 10％ 
※【課題 2】をもとに、研究上の到達点や問題点をまとめる 
【課題 4】先行研究レビューと研究の問い 20％ 
※提出までにプレゼンテーションを行う（具体的な研究の問いをどのように設定したのかを
報告する） 
※プレゼンテーションにおける他者からの指摘を踏まえ、課題 4 を提出する 
【課題 5】ふりかえりシートの提出 20％・KUIS ドリル 10％ 
〇ICT 活用力向上のため、基本的に Webclas 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目
（9/27） 

オリエンテーション 
（全体）  
■授業の進め方等の説明と受講の心構え 

〇ラーニングルートマップ修正（60 分）  
 



■ラーニングルートマップについて 
■e ポートフォリオについて  
■秋学期履修登録相互確認 
  （ゼミアワー） 

第２回目
（10/4） 

■研究テーマ作り 
春学期に作成したレポートを読み返す。 
「こどもたちの命を守る」という視点から、経験学修
での学びを振り返る。また、異文化との安全・安心と
いう観点からの視点を広げつつ、地域課題や教育・保
育・福祉の今日的課題を把握するための資料を集め、
把握した後に研究テーマを決める。（指定のテーマか
ら決めてもいい） 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習し
つつ、テーマを決める（60） 

第３回目
（10/11） 

■調査及び資料収集① 
研究テーマを探る。 
研究テーマ（興味のあるテーマ）がある程度決まった
時点で、テーマに沿った文献を集め、その中の最も興
味のある１つの文献を読む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習を
する（60） 

第４回目
（10/18） 

■考察する① 
選んだ１つの文献が伝えようとしていること（結果）
を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 

〇これまでの復習をする（60） 

第５回目
（10/25） 

■調査及び資料収集② 
１つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-1】の提出 

〇文献検索サイトを活用して研究テーマをリ
サーチする（90） 

第６回目
（11/1） 

■考察する② 
選んだ２つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 
 

〇文献リストの作成(60) 

第７回目
（11/8） 

■調査及び資料収集③ 
２つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 

グループでの先行研究などの共有（90） 



その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-2】の提出 

第８回目
（11/15） 

■考察する③ 
選んだ３つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。  
 

グループでの先行研究などの共有（90） 

第９回目
（11/22） 

■研究テーマの再考 
決めていた研究テーマを再確認するため、３つの文献
とその他の文献を整理し、テーマを再考する。 
■研究テーマに関する文献収集① 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。  
教育・保育現場へ足を運ぶ 
【課題 1-3】の提出 

〇先行研究の整理（120） 

第 10 回目
（11/29） 

■研究テーマに関する文献収集② 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。 

〇先行研究の整理（90） 

第 11 回目
（12/6） 

■研究の問いの設定① 
グループによる【課題 4】の意見交換 
■研究計画書の作成 
★【課題 3】の提出 

〇先行研究にもとづく研究の問いの吟味
（90） 

第 12 回目
（12/13） 

■教育保育現場の実情と課題 
 救急救命士の現場からの具体的講話  
■到達確認試験に向けての準備と説明 
★【課題 2】の提出 

〇プレゼンテーションの準備（90） 

第 13 回目
（12/20） 

■プレゼンテーション 
先行研究レビューの整理と研究の問いについて報告す
る 

◯先行研究の再整理と研究の問いの再検討
（90） 

第 14 回目
（1/10） 

■先行研究の再整理と研究の問いの修正 
プレゼンテーションでの指摘事項を踏まえて、先行研
究の再整理と研究の問いを見直す 
★【課題 4】の提出 

◯【課題 4】の提出準備（90） 

第 15 回目
（1/17） 

■授業のまとめ 
【課題 5】の作成と提出 
■学生生活の折り返しを迎えるにあたって、 
いかに学生生活の充実を図るかを大テーマとして、 
 アドバイザーとともに、２年生の１年間を振り返
る。 
 履修カルテ作成 
 到達確認試験の準備 
 Eーポートフォリオの作成 

〇秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記事投稿する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
A54 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学・福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では専門演習Ⅰに引き続き、問題解決型学習(PBL)と、研究テーマの探索、研究方
法、論文作成に必要なライティングスキルの向上に自発的に取り組んでいきます。また下記
サブテーマを切り口に、各自が興味関心のある具体的研究課題を設定し、そこから研究の問
いを導く方法についても学んでいきます。 
【概要】 
学習内容を深化させるために「保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・施設の子どもの命
を守る」という視点から、救急救命士の現場での具体的課題や経験学修を通して学びを深め
テーマに設定して進めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

関連する学科 DP 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践 

19.教科書・教材 適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】要約文の作成 10％×3＝30％ 
【課題 2】文献リストの作成 10％ 
【課題 3】先行研究レビューの整理表の作成 10％ 
※【課題 2】をもとに、研究上の到達点や問題点をまとめる 
【課題 4】先行研究レビューと研究の問い 20％ 
※提出までにプレゼンテーションを行う（具体的な研究の問いをどのように設定したのかを
報告する） 
※プレゼンテーションにおける他者からの指摘を踏まえ、課題 4 を提出する 
【課題 5】ふりかえりシートの提出 20％・KUIS ドリル 10％ 
〇ICT 活用力向上のため、基本的に Webclas 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目
（9/27） 

オリエンテーション 
（全体）  
■授業の進め方等の説明と受講の心構え 

〇ラーニングルートマップ修正（60 分）  
 



■ラーニングルートマップについて 
■e ポートフォリオについて  
■秋学期履修登録相互確認 
  （ゼミアワー） 

第２回目
（10/4） 

■研究テーマ作り 
春学期に作成したレポートを読み返す。 
「こどもたちの命を守る」という視点から、経験学修
での学びを振り返る。また、異文化との安全・安心と
いう観点からの視点を広げつつ、地域課題や教育・保
育・福祉の今日的課題を把握するための資料を集め、
把握した後に研究テーマを決める。（指定のテーマか
ら決めてもいい） 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習し
つつ、テーマを決める（60） 

第３回目
（10/11） 

■調査及び資料収集① 
研究テーマを探る。 
研究テーマ（興味のあるテーマ）がある程度決まった
時点で、テーマに沿った文献を集め、その中の最も興
味のある１つの文献を読む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習を
する（60） 

第４回目
（10/18） 

■考察する① 
選んだ１つの文献が伝えようとしていること（結果）
を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 

〇これまでの復習をする（60） 

第５回目
（10/25） 

■調査及び資料収集② 
１つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-1】の提出 

〇文献検索サイトを活用して研究テーマをリ
サーチする（90） 

第６回目
（11/1） 

■考察する② 
選んだ２つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 
 

〇文献リストの作成(60) 

第７回目
（11/8） 

■調査及び資料収集③ 
２つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 

グループでの先行研究などの共有（90） 



その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-2】の提出 

第８回目
（11/15） 

■考察する③ 
選んだ３つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。  
 

グループでの先行研究などの共有（90） 

第９回目
（11/22） 

■研究テーマの再考 
決めていた研究テーマを再確認するため、３つの文献
とその他の文献を整理し、テーマを再考する。 
■研究テーマに関する文献収集① 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。  
教育・保育現場へ足を運ぶ 
【課題 1-3】の提出 

〇先行研究の整理（120） 

第 10 回目
（11/29） 

■研究テーマに関する文献収集② 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。 

〇先行研究の整理（90） 

第 11 回目
（12/6） 

■研究の問いの設定① 
グループによる【課題 4】の意見交換 
■研究計画書の作成 
★【課題 3】の提出 

〇先行研究にもとづく研究の問いの吟味
（90） 

第 12 回目
（12/13） 

■教育保育現場の実情と課題 
 救急救命士の現場からの具体的講話  
■到達確認試験に向けての準備と説明 
★【課題 2】の提出 

〇プレゼンテーションの準備（90） 

第 13 回目
（12/20） 

■プレゼンテーション 
先行研究レビューの整理と研究の問いについて報告す
る 

◯先行研究の再整理と研究の問いの再検討
（90） 

第 14 回目
（1/10） 

■先行研究の再整理と研究の問いの修正 
プレゼンテーションでの指摘事項を踏まえて、先行研
究の再整理と研究の問いを見直す 
★【課題 4】の提出 

◯【課題 4】の提出準備（90） 

第 15 回目
（1/17） 

■授業のまとめ 
【課題 5】の作成と提出 
■学生生活の折り返しを迎えるにあたって、 
いかに学生生活の充実を図るかを大テーマとして、 
 アドバイザーとともに、２年生の１年間を振り返
る。 
 履修カルテ作成 
 到達確認試験の準備 
 Eーポートフォリオの作成 

〇秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記事投稿する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
A55 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習では専門演習Ⅰに引き続き、研究テーマの探索、研究方法、論文作成に必要なライ
ティングスキルの向上に自発的に取り組んでいきます。また下記サブテーマを切り口に、各
自が興味関心のある具体的研究課題を設定し、そこから研究の問いを導く方法についても学
んでいきます。 
学習内容を深化させるために「保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・施設の子どもを取
り巻く今日的課題」をテーマに設定して進めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

関連する学科 DP 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践 

19.教科書・教材 適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】要約文の作成 10％×3 
【課題 2】文献リストの作成 20％ 
【課題 3】先行研究レビューの整理表の作成 20％ 
※【課題 2】をもとに、研究上の到達点や問題点をまとめる 
【課題 4】先行研究レビューと研究の問い 20％ 
※提出までにプレゼンテーションを行う（具体的な研究の問いをどのように設定したのかを
報告する） 
※プレゼンテーションにおける他者からの指摘を踏まえ、課題 4 を提出する 
【課題 5】ふりかえりシートの提出 20％・KUIS ドリル 10％ 
〇ICT 活用力向上のため、基本的に Webclass 上で W 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目
（9/28） 

オリエンテーション 
（全体）  
■授業の進め方等の説明と受講の心構え 
■ラーニングルートマップについて 

〇ラーニングルートマップ修正（60 分）  
 



■e ポートフォリオについて  
■秋学期履修登録相互確認 
  （ゼミアワー） 

第２回目
（10/5） 

■研究テーマ作り 
春学期に作成したレポートを読み返す。 
春学期に解決できなかった課題から研究テーマを絞っ
たり、地域課題や教育・保育・福祉の今日的課題を把
握するための資料を集め、把握した後に研究テーマを
決める。（指定のテーマから決めてもいい） 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習し
つつ、テーマを決める（60） 

第３回目
（10/12） 

■調査及び資料収集① 
研究テーマを探る。 
研究テーマ（興味のあるテーマ）がある程度決まった
時点で、テーマに沿った文献を集め、その中の最も興
味のある１つの文献を読む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習を
する（60） 

第４回目
（10/19） 

■考察する① 
選んだ１つの文献が伝えようとしていること（結果）
を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 

〇これまでの復習をする（60） 

第５回目
（10/26） 

■調査及び資料収集② 
１つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-1】の提出 

〇文献検索サイトを活用して研究テーマをリ
サーチする（90） 

第６回目
（11/2） 

■考察する② 
選んだ２つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 
 

〇文献リストの作成(60) 

第７回目
（11/9） 

■調査及び資料収集③ 
２つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-2】の提出 

グループでの先行研究などの共有（90） 



第８回目
（11/16） 

■考察する③ 
選んだ３つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。  
 

グループでの先行研究などの共有（90） 

第９回目
（11/23） 

■研究テーマの再考 
決めていた研究テーマを再確認するため、３つの文献
とその他の文献を整理し、テーマを再考する。 
■研究テーマに関する文献収集① 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。  
教育・保育現場へ足を運ぶ 
【課題 1-3】の提出 

〇先行研究の整理（120） 

第 10 回目
（11/30） 

■研究テーマに関する文献収集② 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。 

〇先行研究の整理（90） 

第 11 回目
（12/7） 

■研究の問いの設定① 
グループによる【課題 4】の意見交換 
■研究計画書の作成 
★【課題 3】の提出 

〇先行研究にもとづく研究の問いの吟味
（90） 

第 12 回目
（12/14） 

■教育保育現場の実情と課題 
 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話  
■到達確認試験に向けての準備と説明 

〇プレゼンテーションの準備（90） 

第 13 回目
（12/21） 

■プレゼンテーション 
先行研究レビューの整理と研究の問いについて報告す
る 

◯先行研究の再整理と研究の問いの再検討
（90） 

第 14 回目
（1/11） 

■先行研究の再整理と研究の問いの修正 
プレゼンテーションでの指摘事項を踏まえて、先行研
究の再整理と研究の問いを見直す 

◯【課題 4】の提出準備（90） 

第 15 回目
（1/25） 

■授業のまとめ 
【課題 5】の作成と提出 
■学生生活の折り返しを迎えるにあたって、 
いかに学生生活の充実を図るかを大テーマとして、 
 アドバイザーとともに、２年生の１年間を振り返
る。 
 履修カルテ作成 
 到達確認試験の準備 
 Eーポートフォリオの作成 

〇秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記事投稿する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
A56 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学・福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では専門演習Ⅰに引き続き、問題解決型学習(PBL)と、研究テーマの探索、研究方
法、論文作成に必要なライティングスキルの向上に自発的に取り組んでいきます。また下記
サブテーマを切り口に、各自が興味関心のある具体的研究課題を設定し、そこから研究の問
いを導く方法についても学んでいきます。 
【概要】 
学習内容を深化させるために「保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・施設の子どもの命
を守る」という視点から、救急救命士の現場での具体的課題や経験学修を通して学びを深め
テーマに設定して進めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

関連する学科 DP 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践 

19.教科書・教材 適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】要約文の作成 10％×3＝30％ 
【課題 2】文献リストの作成 10％ 
【課題 3】先行研究レビューの整理表の作成 10％ 
※【課題 2】をもとに、研究上の到達点や問題点をまとめる 
【課題 4】先行研究レビューと研究の問い 20％ 
※提出までにプレゼンテーションを行う（具体的な研究の問いをどのように設定したのかを
報告する） 
※プレゼンテーションにおける他者からの指摘を踏まえ、課題 4 を提出する 
【課題 5】ふりかえりシートの提出 20％・KUIS ドリル 10％ 
〇ICT 活用力向上のため、基本的に Webclas 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目
（9/27） 

オリエンテーション 
（全体）  
■授業の進め方等の説明と受講の心構え 

〇ラーニングルートマップ修正（60 分）  
 



■ラーニングルートマップについて 
■e ポートフォリオについて  
■秋学期履修登録相互確認 
  （ゼミアワー） 

第２回目
（10/4） 

■研究テーマ作り 
春学期に作成したレポートを読み返す。 
「こどもたちの命を守る」という視点から、経験学修
での学びを振り返る。また、異文化との安全・安心と
いう観点からの視点を広げつつ、地域課題や教育・保
育・福祉の今日的課題を把握するための資料を集め、
把握した後に研究テーマを決める。（指定のテーマか
ら決めてもいい） 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習し
つつ、テーマを決める（60） 

第３回目
（10/11） 

■調査及び資料収集① 
研究テーマを探る。 
研究テーマ（興味のあるテーマ）がある程度決まった
時点で、テーマに沿った文献を集め、その中の最も興
味のある１つの文献を読む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習を
する（60） 

第４回目
（10/18） 

■考察する① 
選んだ１つの文献が伝えようとしていること（結果）
を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 

〇これまでの復習をする（60） 

第５回目
（10/25） 

■調査及び資料収集② 
１つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-1】の提出 

〇文献検索サイトを活用して研究テーマをリ
サーチする（90） 

第６回目
（11/1） 

■考察する② 
選んだ２つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 
 

〇文献リストの作成(60) 

第７回目
（11/8） 

■調査及び資料収集③ 
２つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 

グループでの先行研究などの共有（90） 



その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-2】の提出 

第８回目
（11/15） 

■考察する③ 
選んだ３つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。  
 

グループでの先行研究などの共有（90） 

第９回目
（11/22） 

■研究テーマの再考 
決めていた研究テーマを再確認するため、３つの文献
とその他の文献を整理し、テーマを再考する。 
■研究テーマに関する文献収集① 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。  
教育・保育現場へ足を運ぶ 
【課題 1-3】の提出 

〇先行研究の整理（120） 

第 10 回目
（11/29） 

■研究テーマに関する文献収集② 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。 

〇先行研究の整理（90） 

第 11 回目
（12/6） 

■研究の問いの設定① 
グループによる【課題 4】の意見交換 
■研究計画書の作成 
★【課題 3】の提出 

〇先行研究にもとづく研究の問いの吟味
（90） 

第 12 回目
（12/13） 

■教育保育現場の実情と課題 
 救急救命士の現場からの具体的講話  
■到達確認試験に向けての準備と説明 
★【課題 2】の提出 

〇プレゼンテーションの準備（90） 

第 13 回目
（12/20） 

■プレゼンテーション 
先行研究レビューの整理と研究の問いについて報告す
る 

◯先行研究の再整理と研究の問いの再検討
（90） 

第 14 回目
（1/10） 

■先行研究の再整理と研究の問いの修正 
プレゼンテーションでの指摘事項を踏まえて、先行研
究の再整理と研究の問いを見直す 
★【課題 4】の提出 

◯【課題 4】の提出準備（90） 

第 15 回目
（1/17） 

■授業のまとめ 
【課題 5】の作成と提出 
■学生生活の折り返しを迎えるにあたって、 
いかに学生生活の充実を図るかを大テーマとして、 
 アドバイザーとともに、２年生の１年間を振り返
る。 
 履修カルテ作成 
 到達確認試験の準備 
 Eーポートフォリオの作成 

〇秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記事投稿する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
A57 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学・福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では専門演習Ⅰに引き続き、問題解決型学習(PBL)と、研究テーマの探索、研究方
法、論文作成に必要なライティングスキルの向上に自発的に取り組んでいきます。また下記
サブテーマを切り口に、各自が興味関心のある具体的研究課題を設定し、そこから研究の問
いを導く方法についても学んでいきます。 
【概要】 
学習内容を深化させるために「保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・施設の子どもの命
を守る」という視点から、救急救命士の現場での具体的課題や経験学修を通して学びを深め
テーマに設定して進めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

関連する学科 DP 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践 

19.教科書・教材 適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】要約文の作成 10％×3＝30％ 
【課題 2】文献リストの作成 10％ 
【課題 3】先行研究レビューの整理表の作成 10％ 
※【課題 2】をもとに、研究上の到達点や問題点をまとめる 
【課題 4】先行研究レビューと研究の問い 20％ 
※提出までにプレゼンテーションを行う（具体的な研究の問いをどのように設定したのかを
報告する） 
※プレゼンテーションにおける他者からの指摘を踏まえ、課題 4 を提出する 
【課題 5】ふりかえりシートの提出 20％・KUIS ドリル 10％ 
〇ICT 活用力向上のため、基本的に Webclas 

22.コメント  
23.オフィスアワー 月曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回目
（9/27） 

オリエンテーション 
（全体）  
■授業の進め方等の説明と受講の心構え 

〇ラーニングルートマップ修正（60 分）  
 



■ラーニングルートマップについて 
■e ポートフォリオについて  
■秋学期履修登録相互確認 
  （ゼミアワー） 

第２回目
（10/4） 

■研究テーマ作り 
春学期に作成したレポートを読み返す。 
「こどもたちの命を守る」という視点から、経験学修
での学びを振り返る。また、異文化との安全・安心と
いう観点からの視点を広げつつ、地域課題や教育・保
育・福祉の今日的課題を把握するための資料を集め、
把握した後に研究テーマを決める。（指定のテーマか
ら決めてもいい） 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習し
つつ、テーマを決める（60） 

第３回目
（10/11） 

■調査及び資料収集① 
研究テーマを探る。 
研究テーマ（興味のあるテーマ）がある程度決まった
時点で、テーマに沿った文献を集め、その中の最も興
味のある１つの文献を読む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 

〇文献検索サイトを用いて文献検索の練習を
する（60） 

第４回目
（10/18） 

■考察する① 
選んだ１つの文献が伝えようとしていること（結果）
を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 

〇これまでの復習をする（60） 

第５回目
（10/25） 

■調査及び資料収集② 
１つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 
その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-1】の提出 

〇文献検索サイトを活用して研究テーマをリ
サーチする（90） 

第６回目
（11/1） 

■考察する② 
選んだ２つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。 
 

〇文献リストの作成(60) 

第７回目
（11/8） 

■調査及び資料収集③ 
２つの論文では明らかにならなかったこと、研究の課
題をさらに明らかにする論文を探す。 
探した論文の中から最も興味のある文献を１つ絞り読
む。 
重要な点などに線を引く。 

グループでの先行研究などの共有（90） 



その論文がどのようなもので、何を明らかにしている
かなど、グループで共有する。 
【課題 1-2】の提出 

第８回目
（11/15） 

■考察する③ 
選んだ３つ目の文献が伝えようとしていること（結
果）を要約する。 
要約を基に、自分の考えを述べる。 
テーマが近い人を集め、ラーニングコミュニティーを
作り、論文に対する自分の考えを他者に共有する。  
 

グループでの先行研究などの共有（90） 

第９回目
（11/22） 

■研究テーマの再考 
決めていた研究テーマを再確認するため、３つの文献
とその他の文献を整理し、テーマを再考する。 
■研究テーマに関する文献収集① 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。  
教育・保育現場へ足を運ぶ 
【課題 1-3】の提出 

〇先行研究の整理（120） 

第 10 回目
（11/29） 

■研究テーマに関する文献収集② 
文献検索サイトを用いて、研究テーマに関する文献リ
ストを作成する。 

〇先行研究の整理（90） 

第 11 回目
（12/6） 

■研究の問いの設定① 
グループによる【課題 4】の意見交換 
■研究計画書の作成 
★【課題 3】の提出 

〇先行研究にもとづく研究の問いの吟味
（90） 

第 12 回目
（12/13） 

■教育保育現場の実情と課題 
 救急救命士の現場からの具体的講話  
■到達確認試験に向けての準備と説明 
★【課題 2】の提出 

〇プレゼンテーションの準備（90） 

第 13 回目
（12/20） 

■プレゼンテーション 
先行研究レビューの整理と研究の問いについて報告す
る 

◯先行研究の再整理と研究の問いの再検討
（90） 

第 14 回目
（1/10） 

■先行研究の再整理と研究の問いの修正 
プレゼンテーションでの指摘事項を踏まえて、先行研
究の再整理と研究の問いを見直す 
★【課題 4】の提出 

◯【課題 4】の提出準備（90） 

第 15 回目
（1/17） 

■授業のまとめ 
【課題 5】の作成と提出 
■学生生活の折り返しを迎えるにあたって、 
いかに学生生活の充実を図るかを大テーマとして、 
 アドバイザーとともに、２年生の１年間を振り返
る。 
 履修カルテ作成 
 到達確認試験の準備 
 Eーポートフォリオの作成 

〇秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記事投稿する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y51 

2.科目名 専門演習Ⅱ （1/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学科 
データサイエンス専攻 9.履修学年 ２年秋 

10.取得資格の要件 
「IT パスポート」資格の関
連科目 11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
IT パスポート試験は、２００９年に創立された情報処理技術者試験で、経済産業省が認定す
る国家試験である。職業人に必要となる情報技術に関する基礎的なの知識を備えているかを
測る。専門演習Ⅱでは、IT パスポート試験の合格を目指す皆さんを支援し、その試験対策を
目的とする。 
概要： 
この科目は、IT パスポート試験範囲をカバーする知識を習得し、資格試験の合格に必要な実
力をつける「過去問題」を集中的に学ぶ。シラバスに記載されている用語例を数多く解説
し、必要な知識を網羅的に学習する。また、2021 年 4 月の本試験（CBT 試験）からは、「シ
ラバス 5.0」からの出題が開始となっている。AI、データサイエンス、デジタルトランスフ
ォーメーション（DX）を中心とする新しい技術に関する内容も学習する。さらに、2022 年
4 月の本試験からは「シラバス 6.0」からの出題が開始となり、プログラミング的思考力と
して模擬言語などの内容も解説する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．IT パスポート試験に関わる基本概念や用語例、基礎知識を習得している。 
２．職業人として備えておくべき、情報技術に関する共通的な基礎知識を習得している。 
３．利用する情報機器及びシステムを把握し、情報ツールを活用することを理解している。 
４．業務を理解し、業務における問題の把握および必要な解決を図るため手法を理解してい
る。 
５．新しい情報技術や新しい手法の概要に関する知識を持ち、IT パスポート試験の合格を目
指す。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 
教科書：よくわかるマスター『令和 4-5、IT パスポート試験対策テキスト＆過去問題集』
（FOM 出版） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 参考書：必要に応じて紹介する 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X6＝60 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
総合テスト：2 回 X20＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 

22.コメント 講義では、ほぼ毎回でノート PC を利?しますので，授業前?にきちんと動作確認とバッテリ
ーの充電をしてくることをおすすめします。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 第 1 回 イントロダクション  



・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
第 1 章 企業と法務 
1-1 企業活動 
1-2 法務 

 

第 2 回 経営戦略 
2-1 経営戦略マネジメント 
2-2 技術戦略マネジメント 
2-3 ビジネスインダストリ 

 
配付資料 
小テスト 
 

 
第 3 回 システム戦略 
3-1 システム戦略 
3-2 システム企画 

配付資料 
小テスト 

 
第 4 回 開発技術 
4-1 システム開発技術 
4-2 ソフトウェア開発管理技術 

配付資料 
小テスト 

 
第 5 回 プロジェクトマネジメント 
5-1 プロジェクトマネジメント 

配付資料 
小テスト 

 
第 6 回 サービスマネジメント 
6-1 サービスマネジメント 
6-2 システム監査 

配付資料 
小テスト 

 
第 7 回 基礎理論 
7-1 基礎理論 
7-2 アルゴリズムとプログラミング 

配付資料 
小テスト 

 
第 8 回 コンピュータシステム（１） 
8-1 コンピュータ構成要素 
8-2 システム構成要素 

配付資料 
小テスト 

 
第 9 回 コンピュータシステム（２） 
8-3 ソフトウェア 
8-4 ハードウェア 

配付資料 
小テスト 

 

第 10 回 技術要素（１） 
9-1 情報デザイン 
9-2 情報メディア 
9-3 データベース 

配付資料 
小テスト 

 
第 11 回 技術要素（２） 
9-4 ネットワーク 
9-5 セキュリティ 

配付資料 
小テスト 

 

第 12 回 表計算 
10-1 表計算ソフト 
10-2 式 
10-3 関数の利用 

 

 
第 13 回 IT パスポート試験（模擬試験１） 
13.1 模擬試験１ 総合テスト１ 

 
第 14 回 IT パスポート試験（模擬試験２） 
14.1 模擬試験２ 
 

総合テスト２ 
 

 
第 15 回 振り返りと受験のためのアドバイス 
全体の学習成果を振り返りをし、今後受験のためのア
ドバイスを行う。 

振り返り 
アドバイス 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y52 

2.科目名 専門演習Ⅱ （2/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
社会学科 
データサイエンス専攻 9.履修学年 ２年秋 

10.取得資格の要件 

「IT パスポート」資格の関
連科目 
「web クリエイター能力認
定試験」資格の関連科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

専門演習 II の全体の目的としては今までの授業で得た知識の定着を図り、 
実践的な知識を持った IT 人材/Web クリエイターを育成することを目的としている。 
各自、「IT パスポート試験対策」か「web クリエイター能力認定試験」を選択して授業を受
ける。 
上記の試験に関連して、以下の授業を履修することが望ましい。 
春学期に情報科学、ｳｪﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ演習Ⅰが実施されるので是非とも忘れずに履修をして欲
しい。 
--------------------------------------- 
IT パスポート : 情報科学、情報管理論、情報ネットワーク など 
Web クリエイター能力認定試験 : ｳｪﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ演習Ⅰ、ｳｪﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ演習Ⅱなど 
--------------------------------------- 
(1) IT パスポートの概要と目的 
目的： 
IT パスポート試験は、２００９年に創立された情報処理技術者試験で、経済産業省が認定す
る国家試験である。職業人に必要となる情報技術に関する基礎的なの知識を備えているかを
測る。専門演習Ⅱでは、IT パスポート試験の合格を目指す皆さんを支援し、その試験対策を
目的とする。 
概要： 
この科目は、IT パスポート試験範囲をカバーする知識を習得し、資格試験の合格に必要な実
力をつける「過去問題」を集中的に学ぶ。シラバスに記載されている用語例を数多く解説
し、必要な知識を網羅的に学習する。また、2021 年 4 月の本試験（CBT 試験）からは、「シ
ラバス 5.0」からの出題が開始となっている。AI、データサイエンス、デジタルトランスフ
ォーメーション（DX）を中心とする新しい技術に関する内容も学習する。さらに、2022 年
4 月の本試験からは「シラバス 6.0」からの出題が開始となり、プログラミング的思考力と
して模擬言語などの内容も解説する。 
(2) Web クリエイター能力認定試験 
概要 :  
WWW で利用される技術の世界的な標準化を図る W3C に完全準拠した、セマンテックなマ
ークアップスキルを測定する⺠間の認定試験です。 
目的 :  
Web クリエイターに必要とされる、Web サイト制作のデザイン能力および Web ページのコ
ーディング能力の定着を目指し、 web クリエイター能力認定試験の対策を行う。Web ペー
ジを自分でコーディングできるようになれば、情報の発信をできるだけでなく、企業でのイ
ンターンに応募したり、地域貢献など様々なことに応用できる。その基礎的な能力を養うた



めに試験の対策を行いつつ、eb サイト制作のデザイン能力および Web ページのコーディン
グ能力の定着をさせる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

[IT パスポート] 
１．IT パスポート試験に関わる基本概念や用語例、基礎知識を習得している。 
２．職業人として備えておくべき、情報技術に関する共通的な基礎知識を習得している。 
３．利用する情報機器及びシステムを把握し、情報ツールを活用することを理解している。 
４．業務を理解し、業務における問題の把握および必要な解決を図るため手法を理解してい
る。 
５．新しい情報技術や新しい手法の概要に関する知識を持ち、IT パスポート試験の合格を目
指す。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知 

19.教科書・教材 

IT パスポートの教科書：よくわかるマスター『令和 4-5、IT パスポート試験対策テキスト＆
過去問題集』（FOM 出版） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 
Web クリエイター能力認定試験の教科書 : Web クリエイター能力認定試験 HTML5 対応 
エキスパート 公式テキスト,富士通エフ・オー・エム株式会社,FOM 出版 

20.参考文献 
IT パスポートの参考書：必要に応じて紹介する 
Web クリエイター能力認定試験の参考書 : これだけで基本がしっかり身につく 
HTML/CSS＆Web デザイン 1 冊目の本,Capybara Design ⽵内 直人, ⽵内 瑠美 著 

21.成績評価 

[IT パスポート] 
小テスト：10 回 X6＝60 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
総合テスト：2 回 X20＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
「web クリエイター能力認定試験」 
授業課題 : 15 回*5 = 75 点 
最終課題 : 25 点 

22.コメント 
講義では、ほぼ毎回でノート PC を利?しますので，授業前?にきちんと動作確認とバッテリ
ーの充電をしてくることをおすすめします。 

23.オフィスアワー センタオフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 木曜３限（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
第 1 章 企業と法務 
1-1 企業活動 
1-2 法務 
「web クリエイター能力認定試験」 
第一回 HTML と CSS の復習 (1) 

 

 

第 2 回 経営戦略 
2-1 経営戦略マネジメント 
2-2 技術戦略マネジメント 
2-3 ビジネスインダストリ 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 2 回 HTML と CSS の復習 (2) 

 
配付資料 
小テスト 
 

 
第 3 回 システム戦略 
3-1 システム戦略 
3-2 システム企画 

配付資料 
小テスト 



「web クリエイター能力認定試験」 
第 3 回 HTML と CSS の復習 (3) 

 

第 4 回 開発技術 
4-1 システム開発技術 
4-2 ソフトウェア開発管理技術 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 4 回 HTML と CSS の復習 (4) 

配付資料 
小テスト 

 

第 5 回 プロジェクトマネジメント 
5-1 プロジェクトマネジメント 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 5 回 HTML と CSS の復習 (5) 

配付資料 
小テスト 

 

第 6 回 サービスマネジメント 
6-1 サービスマネジメント 
6-2 システム監査 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 6 回 HTML+CSS のコーディング演習 (1) 

配付資料 
小テスト 

 

第 7 回 基礎理論 
7-1 基礎理論 
7-2 アルゴリズムとプログラミング 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 7 回 HTML+CSS のコーディング演習 (2) 

配付資料 
小テスト 

 

第 8 回 コンピュータシステム（１） 
8-1 コンピュータ構成要素 
8-2 システム構成要素 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 8 回 HTML+CSS のコーディング演習 (3) 

配付資料 
小テスト 

 

第 9 回 コンピュータシステム（２） 
8-3 ソフトウェア 
8-4 ハードウェア  
「web クリエイター能力認定試験」 
第 9 回 HTML+CSS のコーディング演習 (4) 

配付資料 
小テスト 

 

第 10 回 技術要素（１） 
9-1 情報デザイン 
9-2 情報メディア 
9-3 データベース 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 10-回 HTML+CSS のコーディング演習 (5) 

配付資料 
小テスト 

 

第 11 回 技術要素（２） 
9-4 ネットワーク 
9-5 セキュリティ  
「web クリエイター能力認定試験」 
第 11 回 HTML+CSS+javascript のコーディング演
習 (1) 

配付資料 
小テスト 

 

第 12 回 表計算 
10-1 表計算ソフト 
10-2 式 
10-3 関数の利用  
「web クリエイター能力認定試験」 

 



第 12 回 HTML+CSS+javascript のコーディング演
習 (2) 

 

第 13 回 IT パスポート試験（模擬試験１） 
13.1 模擬試験１ 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 13 回 HTML+CSS+javascript のコーディング演
習 (3) 

総合テスト１ 

 

第 14 回 IT パスポート試験（模擬試験２） 
14.1 模擬試験２ 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 14 回 HTML+CSS+javascript のコーディング演
習 (4) 

総合テスト２ 
 

 

第 15 回 振り返りと受験のためのアドバイス 
全体の学習成果を振り返りをし、今後受験のためのア
ドバイスを行う。 
「web クリエイター能力認定試験」 
第 15 回 HTML+CSS+javascript のコーディング演
習 (5)および受験の準備 

振り返り 
アドバイス 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y53 

2.科目名 専門演習Ⅱ （3/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学専攻 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 該当なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 登録したゼミを履修してください 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
みなさんが 3〜４年生になると、（ゼミによって程度は違うでしょうが）自分のテーマを決
め、卒業論文を書いていきます。社会学は多種多様なテーマを扱える学問なので、自分が関
心のあるテーマを自由に掘り下げられます。この自由さは社会学の大きな魅力だと（真鍋
は）思っているのですが、しかし「今そんなことを言われても何をテーマにしていいかわか
らない」と思った人もいるでしょう。また、「漠然とした関心はあるけれども、ここからど
うしたらいいかわからない」という人も、少なからずいるように思います。 
このゼミでは、参加者が自分の関心を発表し、お互いにコメントしあうことで、自分の抱い
ている関心を明確化していくことを目指します。 
【概要】 
1 回につき、4 名の学生が発表を行います。毎回必ず一度は質問などの発言をするようにし
てください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

到達目標 
・自分の関心のあり方（対象と同じとは限らない）についてイメージできる 
・自分の関心について、他者に伝えることができる 
・他者の関心のあり方に関心をもち、適切なコメントができる 
以上の到達目標は、（1）自律的で主体的な態度、（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケー
ションスキルに関連しています。 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します。 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します 

21.成績評価 

学習目標 1）および 2）に対応する評価項目 
1）発表資料の提出…20% 
2）当日の発表…20% 
3）振り返りシートの提出…20% 
学習目標 3）に対応する評価項目 
4）事前質問の投稿…10% 
5）授業中・授業後の質問…15% 
6）質問の内容評価…15% 

22.コメント みなさんの積極的な参加を期待します。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション、日程調整 なし 

2 自分の特性を理解する 
来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 



3 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

4 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

5 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

6 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

7 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

8 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

9 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

10 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

11 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

12 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

13 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

14 発表 
来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 



振り返りシートを作成する（発表者） 
15 発表 振り返りシートを作成する（発表者） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y54 

2.科目名 専門演習Ⅱ （4/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学部 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

山本ゼミでは「共生」をテーマに取材を行います。「共生」や「ダイバーシティ（多様性）」
は重要な社会課題となりました。いかにもややこしそうです。ですが難しく考えることはあ
りません。社会のあり方が変化するなかで、過去から守られてきたルールや規範だけでは社
会を維持できなくなったからです。とはいえ、多くの学生は高校から大学までストレートに
進学してきたのだから「共生」なり「ダイバーシティー」と縁があったわけではないでしょ
う。 
そこで、本授業では全員に現場での取材やフィールドワークを行ってもらいます。また、関
連する文献を読みます。取材を通じて得たデータから文章を軸にした成果物を作成します。
成果物とは、4,000 字程度の文章を書き、同人誌を作成・配布することを基本とします。文
章以外では映像やラジオ制作などの表現活動でも構いません。このゼミを通じて、調査計画
書や取材、文章作成、成果物の刊行などを行います。こうした取り組みは就活に直結しま
す。なぜなら企画書作成、下調べ、営業、文章制作、学外との連絡・調整といった社会人の
基本を学ぶからです。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①自身の「共生」をキーワードとするテーマをみつけることができる。（自律性・問題発
見・解決力） 
②自身のテーマに関連して調査、取材を行う。（コミュニケーションスキル） 
③調査、取材から成果物をつくる。（自律性・問題発見・解決力） 
 

19.教科書・教材 別途指定します。 
20.参考文献 別途指定します。 

21.成績評価 
・進捗レポート（全 15 回）・・・30% 
・ミニレポート・・・30% 
・アウトプットワーク・・・40% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
授業の全体像を説明する。２年生前期を振り返る。 進捗レポートを作成する 

第 2 回 
本調査を実施する（１） 
本調査を実施し、経過を報告する。 進捗レポートを作成する 

第３回 本調査を実施する（２） 
本調査を実施し、経過を報告する。 

進捗レポートを作成する 

第４回 
本調査を実施する（３） 
本調査を実施し、経過を報告する。 

進捗レポートを作成する 



第５回 
調査のまとめを行う（１） 
調査をまとめるため整理する。 

進捗レポートを作成する 

第６回 
調査のまとめを行う（２） 
調査をまとめるため整理する。 進捗レポートを作成する 

第７回 調査のアウトプットを作成する（１） 
調査のアウトプットを作成する。 

進捗レポートを作成する 

第８回 
調査のアウトプットを作成する（２） 
調査のアウトプットを作成する。 

進捗レポートを作成する 

第９回 
調査のアウトプットを作成する（３） 
調査のアウトプットを作成する。 

進捗レポートを作成する 

第１０回 
調査のアウトプットを作成する（４） 
調査のアウトプットを作成する。 進捗レポートを作成する 

第１１回 調査の最終報告をする（１） 
調査の最終報告をする。 

進捗レポートを作成する 

第１２回 調査の最終報告をする（２） 
調査の最終報告をする。 

進捗レポートを作成する 

第１３回 
調査の最終報告をする（３） 
調査の最終報告をする。 

進捗レポートを作成する 

第１４回 
調査の最終報告をする（４） 
調査の最終報告をする。 進捗レポートを作成する 

第１５回 
まとめ 
３年次にむけての計画をたてる まとめのアウトプットを提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y55 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
2 年~ 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

専門演習Ⅰに引き続き，卒業論文執筆につながる基礎的スキルを身に着けることを目的とす
る。 
この演習では，心理学の研究が世の中でどのような役割を持っており，学ぶことで何が得ら
れるのか理解し，説明するできるようになることを目指す。また，ディスカッションや専門
書の輪読，プレゼンテーション，ライティングを通して科学的な思考法の基盤を作る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（6）専門的知識・技術の活用力の学修に関連しています。 
専門演習Ⅰで検討した内容に関連する書籍や学術論文などを読むことでより理解を深める。
また，資料をまとめ，発表する技術を身に着ける。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

1．発表   50% 
2．発表資料の提出 10％ 
3．討議への参加 20% 
4．最終レポート 20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 オリエンテーション、発表順の決定 
文献検索法の確認及び紹介 

 

第 2 回 文献発表①  
第 3 回 文献発表②  
第 4 回 文献発表③  
第 5 回 文献発表④  
第 6 回 文献発表⑤  
第 7 回 文献発表⑥  
第 8 回 文献発表⑦  

第 9 回 
キャリア合同ガイダンス 11 月 30 日（水）1 限（ウ
ィークリーアワー）に実施 

 

第 10 回 
3 年ゼミ選択説明会 12 月 7 日（水）1 限（ウィー
クリーアワー）で実施 

 

第 11 回 文献発表⑧  
第 12 回 文献発表⑨  
第 13 回 文献発表⑩  
第 14 回 最終レポートについて  



第 15 回 振り返りとまとめ 最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y56 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科全専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 「初年次セミナー」「基礎演習」いずれか
を履修済みであること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」共通テーマ： ラーニング・ルートマップにもとづく就活入
門 
この科目は、ＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「問題発見・解決力」「自律性」「情報発信
力」の学修に関連しています。 
○「就活＝就職内定をとる手段」ととらえていないでしょうか？ 就職活動とは、高レベル
の社会実習であり、自分がどうなりたいのかを見つける学習機会でもあります。 
○本授業の目的は、自分が将来何をやりたいのか明確することです。具体的には、1 年次に
作成したラーニング・ルートマップに沿って、各人が今やるべきことを考え、目標（いつま
でに、何を、どこまでやるか）を設定し、実践していきます。 
○共通して取り組む事項として、GS や IS のエントリーにも必要となる自己 PR 文や志望理
由の書き方練習、就職（進学）サイトの研究、筆記試験対策（SPI など）があります。ま
た、自分の強みを伸ばし、弱みを克服するために、各種検定や資格試験などにもチャレンジ
します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は、ＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「問題発見・解決力」「自律性」「情報発信
力」の学修に関連しています。 
1．自分が今やるべきことに気づくことができる（問題発見・解決力） 
2．自ら計画を立て、実践することができる（自律性） 
3．一定枠のなかで自分の思いや考えを表現することができる（情報発信力） 
 

19.教科書・教材 改訂版「納得の内定」をめざす就職活動 1 冊目の教科書 オンライン就活対応 
（KADOKAWA）2021 年 2 月 

20.参考文献 濱口桂一郎『若者と労働―「入社」の仕組みから解きほぐす』中央公論新社、2013 年 

21.成績評価 

○1 年次のふりかえり・ベンチマークチェック（10％）⇒学習目標 1 
○秋学期の目標およびアクションプランの設定（10％）⇒学習目標２ 
○ラーニング・ルートマップの作成・改訂（10％）⇒学習目標２ 
○キャリア教育レポート（10%）⇒学習目標１ 
○自己 PR 文の作成（10％)⇒学習目標３ 
○履歴書・自己紹介書の作成（10%)⇒学習目標３ 
○自己設定課題の成果（15%)⇒学習目標２ 
○最終レポート（15％）⇒学習目標３ 

22.コメント 

①納得できる進路を決めたい人、②目的意識を持って自律的に行動できる人、③気の合わな
い人とも並存・共在できる人、④考えを言葉（文章）で表現できる人、⑤履修登録した科目
の単位を落とさぬよう頑張ることができる人、を求めます。 
※合同ゼミの都合等で、スケジュールが変更になるかもしれません。ご了承ください。 

23.オフィスアワー 
○研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
○センターオフィスアワー：⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 9/28 
 

○オリエンテーション（授業の内容・進め方等につい
て） 
○自己紹介 
○履修登録の確認 
○前学期のふりかえり（e ポートフォリオ） 
○今学期の目標設定（e ポートフォリオ） 
 

◆ノート PC ◆時間割 
◆リフレクション資料    
◆成績表 

第 2 回 10/5 
 

○今学期のアクションプランの設定（e ポートフォリ
オ） 
 

◆ノート PC 
提出物：アクションプラン（e ポートフォリ
オ） 

第 3 回  
10/12 

○ワーク：自己設定課題の設定 
 

◆ノート PC、教科書 
 

第 4 回 
10/19 

○講義：効率重視で突破！ 「筆記試験＆Web テス
ト」対策（教科書 第 5 章） 

◆ノート PC、教科書 
 

第 5 回  
10/26 
 

○講義：「グループディスカッション」は戦略的にの
ぞもう（教科書 第章） 

◆ノート PC、教科書 
 

第 6 回 11/2 
 

○講義：内定を勝ち取る「面接」のルール（教科書 
第 7 章） ◆ノート PC、教科書 

第 7 回 11/9 
○講義：新型コロナの影響で増える「オンライン選
考」の対策とコツ 
（教科書 第 8 章） 

◆ノート PC、教科書 
 

第 8 回  
11/16 

○講義：信頼度がアップする「就活のマナー」（教科
書 第 9 章） ◆ノート PC、教科書 

第 9 回 
11/30 

○キャリア合同ガイダンス（学科合同プログラム） 
※Ⅰ限ウィークリーアワーの時間帯を使って実施 
 

◆ノート PC 
アサイメント：キャリア教育レポート 

第 10 回  
12/7 

○3 年ゼミ合同説明会（学科合同プログラム） 
 ※Ⅰ限ウィークリーアワーの時間帯を使って実施 
 

◆ノート PC 
 

第 11 回 
12/14 ○ワーク：自己 PR 文の改訂 

◆ノート PC 
提出物：自己 PR 文 

第 12 回  
12/21 

○ワーク：履歴書・自己紹介書の作成① 
 

◆ノート PC、教科書 
 

第 13 回 
1//11 

○ワーク：履歴書・自己紹介書の作成② ◆ノート PC 
○提出物：履歴書・自己紹介書 

第 14 回 
1/18 

○ワーク：自己設定課題のふりかえり 
 

◆ノート PC 
○提出物：自己設定課題の成果 

第 15 回 
1/25 
 

○秋学期のふりかえり＆発表 
 

◆ノート PC 
提出物：最終レポート 



1.授業
コー
ド 
（ナ
ンバ
リン
グ） 

SMN202-Y57 2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業
担当
教員 

髙橋浩樹 

5.授業
科目
の区
分 

警察分野における実務経験の
ある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修
可能
な専
攻 

 9.履修学年  

10.取
得資
格の
要件 

 11.先修条件  

12.研
究室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Addre
ss 

※ 15.授業形態  

16.履
修制
限 

 

17.授
業の
目的
と概
要 

目的：社会的耳目を集めた事件や事故、ネット空間における問題点等を題材として、情報の収集と分析、グ
ループ討議、プレゼンテーション、レポートの作成を通して、物事、自己の主張を他者に正しく表現し、伝
えるスキルを身に付けることを目的とします。 
概要：各班においてテーマを選定し、情報検索、発表案（プレゼン資料、読み原稿等）、レポートの作成及
び発表を行います。 
※各回ノートパソコンを持参して下さい 
 初回にグループ分けを実施しますので、必ず出席してください。 

18.学
習目
標と 
 Ｄ
Ｐと
の関
連 

ＤＰの(4)問題発見・解決力(5)コミュニケーションスキル(6)専門的知識・技能の学修に関連しています。  
 ① 多様な情報源から必要かつ信頼できる情報を収集し、分類することができる 
 ② 必要な情報を自分の主張の裏付けとして活用することができる 
 ③ 決められた条件の中で知見や考えを表現することができる 
 ④ 他者の発言の論点を理解したうえで自己の意見を示すことができる  
 ⑤ 犯罪に関連する専門的知識を獲得することができる 

19.教
科 特にありません 



書・
教材 
20.参
考文
献 

適宜紹介します。 

21.成
績評
価 

・テーマレポート               60％    学習目標①、②、⑤に対
応                                                         
     ・プレゼンテーション             20％    学習目標③に対
応                                                        
          ・ディスカッションにおける質疑・発言   20％      学習目標④に対応 

22.コ
メン
ト 

 

23.オ
フィ
スア
ワー 

センターオフィスアワー： 
研究室オフィスアワー： 

24.
授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1
回 

・オリエンテーション：演習の内容と進め方に関する説
明                        
・班編成 
・意見聴取、要望・質疑等 

ノートパソコンを持参して下さい 

第 2
回 

第 1 回 論文作成  
・ディスカッション、グループワーク    
 社会的反響の大きい事件を中心に各自テーマを選定
し、事実認定、対策の検討、論文の作成を行う    
・テーマの選定（導き出す結論の方向性）    
・情報の収集 

各自が論文作成テーマ候補を選定し、考えをまと
めておくこと 

第 3
回 

・ディスカッション、グループワーク 
 発表案・論文作成          
 論文構成の組み立て 

発表テーマに関して、班内討議に備え、情報収
集、参考文献等の選定、考察のまとめを行うこと 

第 4
回 

・ディスカッション、グループワーク 
 発表案・論文作成          
 論文構成の組み立て 論文作成         
 

発表テーマに関して、班内討議に備え、情報収
集、参考文献等の選定、考察のまとめを行うこと 

第 5
回 

・グループワーク 
 論文の執筆・発表案の作成  第６回授業で提出 

発表に備え、役割分担の確認、論文の推敲を行う
こと 

第 6
回 

研究発表   
・プレゼンテーション 各自論文をもとに短時間（5 分
程度）でパワーポイントを使用した発表を行う 

論文の要旨を簡潔にまとめたパワーポイント資料
を作成しておくこと 
各班代表者は WebClass に資料を搭載しておくこ
と 
授業終了後、各自レポートを提出 

第 7 第 2 回 論文作成      各自が論文作成テーマ候補を選定し、考えをまと



回 ・ディスカッション、グループワーク 
 社会的反響の大きい事件を中心に各自テーマを選定
し、事実認定、対策の検討、論文の作成を行う    
・テーマの選定（導き出す結論の方向性） 
・情報の収集 

めておくこと 

第 8
回 

・ディスカッション、グループワーク 
 発表案・論文作成          
 論文構成の組み立て  
 

発表テーマに関して、班内討議に備え、情報収
集、参考文献等の選定、考察のまとめを行うこと 

第 9
回 

キャリア教育 
 11/30 日 1 限のウイークリーアワーの時間に実施しま
す。 
 11/28 のゼミは 11/30 の振替のため休講とします。 
 

発表テーマに関して、班内討議に備え、情報収
集、参考文献等の選定、考察のまとめを行うこと 

第
10
回 

3 年ゼミエントリー合同説明会 
 12/7 日 1 限のウイークリーアワーの時間に実施しま
す。 
 12/5 のゼミは 12/7 の振替のため休講とします。 
 

発表テーマに関して、班内討議に備え、情報収
集、参考文献等の選定、考察のまとめを行うこと 

第
11
回 

・グループワーク 
 論文の執筆・発表案の作成 論文作成        
・第 13 回、14 回授業で発表 
 

発表テーマに関して、班内討議に備え、情報収
集、参考文献等の選定、考察のまとめを行うこと 

第
12
回 

・グループワーク 
 論文の執筆・発表案の作成 論文作成        
 

発表テーマに関して、班内討議に備え、情報収
集、参考文献等の選定、考察のまとめを行うこと 

第
13
回 

研究発表   
・プレゼンテーション 各自論文をもとに 10 分間の持
ち時間でパワーポイントを使用した発表を行う（半数） 

論文の要旨を簡潔にまとめたパワーポイント資料
を作成しておくこと 
各班代表者は WebClass に資料を搭載しておくこ
と 
他犯の資料を確認し、問題点等を検討しておくこ
と 
授業終了後各自レポートを提出 

第
14
回 

研究発表   
・プレゼンテーション 各自論文をもとに 10 分間の持
ち時間でパワーポイントを使用した発表を行う（半数） 

論文の要旨を簡潔にまとめたパワーポイント資料
を作成しておくこと 
各班代表者は WebClass に資料を搭載しておくこ
と 
他犯の資料を確認し、問題点等を検討しておくこ
と 
授業終了後各自レポートを提出 
 

第
15
回 

〇 統括、まとめ 本演習を通して疑問点や課題につい
て討議を行い、問題・課題解決をはかる 
第 13 回、14 回で未発表者は発表 

各自自らの総括を行い、反省点・改良点等をまと
めておくこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y58 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科(クラス分けの通り） 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
本授業では、卒業論文執筆につながる基礎的スキルを身に着けることを目的とする。 
具体的には心理学に親しみ、論文を読み解き、レジュメを作成すること、質問紙調査を実施
し、レポートを作成することを通して、レポートライティングのスキルを身に着ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①自分の興味にそった心理学の領域を見つけることができる。 
②論文を読み、説明することができる。 
③レポートを書くことができる。 

19.教科書・教材 なし。 
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

①興味ある領域のプレゼンテーション・・・30 点（学習目標①に対応） 
②指定された専門書担当部分のレジュメ作成と発表・・・30 点（学習目標②に対応） 
③レポート・・・40 点（学習目標③に対応） 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜日 お昼休み  メディアライブラリー 
水曜日 お昼休み 研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

ガイダンス 
春夏学期のふりかえりと目標設定 
 

持参：パソコン 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。 

第 2 回 お互いを知り合う〜春夏学期の成⻑と今後の課題につ
いて報告する〜 

宿題：論文を読み、レジュメを作成する。 

第 3 回 
論文講読① 
興味ある論文をレジュメにまとめ、発表する。 
一人 20 分×4 名 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。 

第 4 回 
論文講読② 
興味ある論文をレジュメにまとめ、発表する。 
一人 20 分×4 名 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。 

第 5 回 
論文講読③ 
興味ある論文をレジュメにまとめ、発表する。 
一人 20 分×4 名 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。 

第 6 回 
論文講読④ 
興味ある論文をレジュメにまとめ、発表する。 
一人 20 分×4 名 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。  
 



第 7 回 
論文講読⑤ 
興味ある論文をレジュメにまとめ、発表する。 
一人 20 分×4 名 

アサイメント「卒業後の就職に向けて、今か
らの大学生活で何をすることが必要か具体的
に考え、800 字程度（A4 用紙 1 枚）にまと
めなさい。」  
宿題：自分の興味ある分野についてまとめた
レポートを書く。 

第 8 回 
論文講読⑥ 
興味ある論文をレジュメにまとめ、発表する。 
一人 20 分×4 名 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。  
宿題：自分の興味ある分野についてまとめた
レポートを書く。 

第 9 回 
キャリア合同ガイダンス 11 月 30 日（水）１限（ウ
ィークリーアワー）で実施 
 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。 

第 10 回 
3 年ゼミ選択説明会 12 月 7 日（水）1 限（ウィー
クリーアワー）で実施 

 
宿題：「自分でもやれそうなこと、やってみ
たいこと、就きたい仕事について、現段階で
の思い・夢を、800 字程度（A4 用紙 1 枚）
にまとめなさい。」 
 

第 11 回 質問紙調査① 
アンケートの作成 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。  
宿題：自分の興味ある分野についてまとめた
レポートを書く。 

第 12 回 質問紙調査② 
データの整理 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
宿題：論文を読み、レジュメを作成する。  
宿題：自分の興味ある分野についてまとめた
レポートを書く。 

第 13 回 
質問紙調査③ 
データの分析 

アサイメント「卒業後の就職に向けて、今か
らの大学生活で何をすることが必要か具体的
に考え、800 字程度（A4 用紙 1 枚）にまと
めなさい。」  
宿題：自分の興味ある分野についてまとめた
レポートを書く。 

第 14 回 
質問紙調査④ 
結果の発表 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
持参：レポート 

第 15 回 まとめとふりかえり 持参：前回の宿題、パソコン 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y59 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科(クラス分けの通り） 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本演習は、卒業論文執筆につながる基礎的スキルを身に着けるために、心理学の専門書や論
文を読み解く力、プレゼンテーションの力、レポートを書く力を向上させることを目的とす
る。また、就職活動に必要な自己理解を得、自分について人に説明することができるように
することも目的とする。文献の輪読と要約、自分の興味関心や自己紹介をテーマに様々なツ
ールを用いたプレゼンを行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 1.自律的で意欲的な態度、2.社会に能
動的に貢献する姿勢、5.コミュニケーションスキルに関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
①これから自分が深めていくべき心理学の領域を見つけることができる。 
②論文を読み、内容について説明することができる。 
③レポートを書く基礎力が身に付いている。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
プレゼン １5×３         45％ 
要約の提出 15×３    45％ 
まとめのレポート        １０％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス 
春夏学期のふりかえり、秋学期の進め方、手描きのマ
インドマップ解説 
 

持参：パソコン 色鉛筆、サインペンなど色
のペン 
宿題：次回のプレゼンの用意 

第 2 回 

自分の好きなことについてマインドマップを用いたプ
レゼン 6 人 
オンラインでも手描きでも可  
発表について jamboard で意見を出す 

持参：ノーパソ 
宿題：次回のプレゼンの用意 

第 3 回 

自分の好きなことについてマインドマップを用いたプ
レゼン 6 人 
オンラインでも手描きでも可  
発表について jamboard で意見を出す 

持参：ノーパソ 
宿題：次回のワークの用意。考えをまとめて
くる。 

第 4 回 
就活に必須の自己紹介を考える 
グループワーク 自己紹介には何が盛り込まれたら良
いか 

持参：ノーパソ 
宿題：次回のプレゼンの用意をする 

第 5 回 
自己紹介のプレゼン 1 分版、3 分版、5 分版  ６
人 

持参：ノーパソ 
宿題：次回のプレゼンの用意をする 



プレゼンに対して、jamboard で意見を出す 

第 6 回 
自己紹介のプレゼン 1 分版、3 分版、5 分版  ６
人 
プレゼンに対して、jamboard で意見を出す 

持参：ノーパソ 
 

第 7 回 キャリア教育１ 持参：ノーパソ 
宿題：次回のプレゼンの用意をする 

第 8 回 
心理的興味関心のプレゼン形式自由６人 
発表に対して jamboard で意見を出す 

持参：ノーパソ 

第 9 回 
キャリア合同ガイダンス  11/22(⽕）1 限ウィーク
リーアワーに実施 

持参：ノーパソ 
宿題：次回のプレゼンの用意をする 

第 10 回 
3 年ゼミエントリー合同説明会 11 月 29 日（⽕）1
限ウィークリーアワーで実施 

持参：ノーパソ 
宿題：次回のプレゼンの用意をする 

第 11 回 
心理的興味関心のプレゼン形式自由６人 
発表に対して jamboard で意見を出す 

持参：ノーパソ 
宿題：次回の文献をしっかり下読みしてく
る。 

第 12 回 輪読１適応障害をどう捉えるか 

持参：ノーパソ 
宿題： 
今日の箇所を要約して次回までに提出する。 
次回の文献をしっかり下読みしてくる。 

第 13 回 輪読２ 学校の適応障害 

持参：ノーパソ 
宿題： 
今日の箇所を要約して次回までに提出する。 
次回の文献をしっかり下読みしてくる。 

第 14 回 
輪読３ スポーツ選手の適応障害  
 

持参：ノーパソ 
宿題： 
今日の箇所を要約して次回までに提出する。 
次回の文献をしっかり下読みしてくる。 

第 15 回 まとめとふりかえり レポート提出 持参：ノーパソ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y60 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 ＜共通必修科目＞ 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本専門演習では、人間関係に焦点を当て社会心理学の視点から学習する。具体的には、対人
認知、対人魅力、親密な人間関係、対人コミュニケーション、集団内での人間関係、大衆現
象等について、学んでいく。 
 これらを学習していく過程において、データ解析、心理統計、社会心理学研究法などの知
識も必要であるので、折に触れ解説していきたい。また、新聞・インターネットなどを通じ
て、日本の社会事象などに常に注意を払っておくことが必要である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学科の学習目標】 
「人間の心理の客観的理解ー心理学の主要な理論が理解でき、説明できる。具体的には、授
業で学習した人間関係の心理学における諸理論について理解でき、説明できる。 
【Kuis 学習ベンチマーク】 
①人間関係の心理学に関する文献の担当章を理解し、レジュメを作成する過程で、人間関係
における種々の問題について発見することができる「問題発見・解決力」。 
②自分が作成したレジュメにしたがって、フロアにわかりやすく説明できる「専門的知識・
技能の活用」。 
 

19.教科書・教材 藤本・東編著 「ワークショップ人間関係の心理学」 ナカニシヤ出版 

20.参考文献 藤原武弘編 『社会心理学−現代心理学シリーズ９−』 培風館 
田中國夫編 『人が見え 社会が見え 自分が変る−ザ・社会心理学バザール−』 創元社 

21.成績評価 

１．担当章のテキスト講読、論文講読等について  レジュメを作成する（３０点＝１５点
×２） 
    →学習目標①に対応 
２．担当章のテキスト講読、論文講読等についてのレジュメをもとに発表・討論を行う（３
０点＝１５点×２） →学習目標②に対応 
３．最終レポートは、２，０００字以上でまとめる（３０点） 
 →学習目標①②に対応 
４．e ポートフォリオの作成（１０点） →学習目標①②に対応 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ガイダンス、および履修指導  

第 2 回 

テキストの輪読等について  担当章の割当て、レジュ
メの作り方，発表と討論の方法など 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 3 回 第１回の発表と討論  



○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

第 4 回 

第２回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 5 回 

第３回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 6 回 

第４回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 7 回 

第 5 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 8 回 

第 6 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 9 回 

第 7 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 10 回 

第 8 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 11 回 

第 9 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 12 回 

第 10 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 13 回 

第 11 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 14 回 

第 12 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講生は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 



第 15 回   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y61 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 
警察分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年~ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】事件・事故を題材として、各自が論文や書籍、雑誌等を読み、まとめて他者に正し
く 
伝えるスキルを身につけることを目的とします。 
【概要】具体的には、各自が事件・事故に関するテーマを自由に選定し、事実関係や背景事
情、内在する問題点等について調査・検討したのちにプレゼンを行い、討議することにより
専門的知識を学修します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力(6)専門的知識・技
能、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 論文や書籍等を読み、説明できるようにする。 
② 他者の主張を理解して、自己の意見を示すことができるようにする。 
③ 犯罪に関する専門的な知識を修得する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

評価の方法は次のとおりです。 
・事例研究・発表            ３０×２  ６０％ 
・進路レポート                    １５％ 
・自由課題研究の「感想書」              １０％ 
・振り返りレポート                  １５％ 

22.コメント 毎回ノートパソコンを持参してください。 

23.オフィスアワー 
センタープログラム：「警察官・消防官志望者へのアドバイス」 
   ＊秋学期・月曜日４限  １号館学修支援コーナー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
 ? 授業の進め方について 
 ? 事例研究に係る発表順の決定 
 ? 春・夏学期の振り返りと目標設定(e ポートフォ
リオへの記載) 
 ? その他 

毎回、ノートパソコンを持参願います 

第２回 

論文作成の知識を持つ 
事例研究①−１ 
 ? 過去の事件事故を中心に、各自がテーマ選定し
てレジュメに 
    まとめ、発表準備をする。 

論文テーマになりそうな興味・関心のある事
項を考えて授業に臨む 

第３回 
事例研究①−２ 
 ? 過去の事件事故を中心に、各自がテーマ選定し

 



てレジュメに 
    まとめ、発表準備をする。 

第４回 
事例研究①−３ 
 ・ レジュメに基づき発表する → 質疑応答 
    一人１０分×６名 

持参：発表者は、レジュメをゼミの人数分＋
１持参すること 

第５回 
事例研究①−４ 
 ・ レジュメに基づき発表する → 質疑応答 
    一人１０分×６名 

持参：発表者は、レジュメをゼミの人数分＋
１持参すること 

第６回 
事例研究①−５ 
 ・ レジュメに基づき発表する → 質疑応答 
    一人１０分×６名 

持参：発表者は、レジュメをゼミの人数分＋
１持参すること 

第７回 

事例研究②−１ 
 ? 過去の事件事故を中心に、各自がテーマ選定し
てレジュメに 
    まとめ、発表準備をする。 

 

第８回 
事例研究②−２ 
 ・ レジュメに基づき発表する → 質疑応答 
    一人１０分×６名 

持参：発表者は、レジュメをゼミの人数分＋
１持参すること 

第９回 
事例研究②−３ 
 ・ レジュメに基づき発表する → 質疑応答 
    一人１０分×６名 

持参：発表者は、レジュメをゼミの人数分＋
１持参すること 

第１０回 

キャリア合同ガイダンス 
  １１月３０日(水) １限（ウィークリーアワー）
で実施 
   ＊１１月２９日(⽕) ３限は、振替休講とな
る。 

 

第１１回 

３年ゼミ選択説明会（学科合同） 
  １２月７日(水) １限（ウィークリーアワー）で
実施 
   ＊１２月６日(⽕) ３限は、振替休講となる。 

 

第１２回 
事例研究②−４ 
 ・ レジュメに基づき発表する → 質疑応答 
    一人１０分×６名 

持参：発表者は、レジュメをゼミの人数分＋
１持参すること 

第１３回 

キャリアについて 
 ? 面接要領 
 ? レポート作成  
    テーマ：志望進路及び進路実現のために
「今」すべきこと 
     ８００字程度で作成し、WebClass へ提出
する。 

 

第１４回 
自由課題研究の実施 
 ＊感想書(400 字以上)を WebClass へ提出する。 

 

第１５回 

振り返りとまとめ 
 ・ 本演習を振り返り、疑問点や課題について討議
を行い、課題 
    を解決する。 
 ・ 秋学期の振り返りレポート(800 字程度)を作成

 



し、WebClass 
  へ提出する。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN205-
A51 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅲ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 総合演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
経営学科 
 9.履修学年 2 年生 

10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・プロジェクトマネジメントの実践 
・プロジェクトマネジメントとは、目標や納期が決められているプロジェクトをどのように
企画、推進すれば成功するのか、詳しく?画を立てて管理、運営していくことといえる。 
・この授業では、1 年生秋学期にプロジェクトマネジメントと PBL?Project Based 
Learning?学習に取り組んだ「プロジェクトマネジメント演習Ⅰ」の次の段?として、PBL 学
習によるプロジェクトマネジメントの実践に取り組んでいく。 
【概要】 
・授業では具体的なプロジェクトとして、創造的問題解決、インターンシップの準備に取り
組む。 
・創造的問題解決については、実際のケースを用いて経営課題の構造、原因、?解決案の策
定の一連の流れをグループワークを?じて経験する。 
・夏学期でのインターンシップの経験を元に、事後学習を実施する。事後学習では、インタ
ーンシップにあたって設定したテーマ、課題、仮説を元に、調査結果を分析し、報告書にま
とめる作業を実施する。さらに、成果を PPT を用いて発表する準備も行う。 
・さらに、３年次の就職活動に向けた自己分析、自己 PR 等のガイダンスも実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■本科目の学習目標は DP?ディプロマ・ポリシー（１）の自律性、（２）社会的貢献性、
（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキルに関連しています。 
■本科目の学習目標 
学習目標①?：グループワークを含む PBL 学習にコミュニケーションを取りながら、積極的
に取り組んでいくことができる。 
学習目標②?：創造的問題解決のプロセスを理解する。 
学習目標③?：授業や活動の記録、まとめや報告書等の社会人としての基礎習慣を体得し活
用できるようになる。 

19.教科書・教材 適宜、資料等を配付する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

PBL グループワーク課題： 50％（学習目標①、②） 
報告書提出：20％（学習目標②、③） 
報告プレゼンテーション実施：20％?（学習目標②、③） 
ePF 投稿（3 回）（PBL グループワーク、IS 準備）：10％（学習目標①、②、③） 

22.コメント ・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１、2 回 
ガイダンス 
・授業の目的と進め方 

 
個人ワーク（以下 PW）①：尼崎市について



・PBL 学習について 
・インターンシップと発表について 
インターンシップの成果報告に向けた準備 

調べよう 
グループワーク（以下 GW）① ：尼崎市在
住外国人について知りたいことリスト 
②学内の留学生に聞いてみよう。  
 

第３、４回 インターンシップの成果報告に向けた準備 
PW②学習内容のまとめ 
 

第５、６回 インターンシップ成果報告に向けた準備 PW③振返り，学習内容のまとめ 

第７、８回 インターンシップ成果報告会 
PW④振り返り，異文化コミュニケーション
＆問題発見 
 

第９、１０
回 報告書執筆 

・PW⑤:振り返り，異文化コミュニケーショ
ン＆問題発見 
 

第１１、１
２回 

報告書執筆 
PW⑥振り返り 
 

第１３、１
４回 

報告書執筆 
PW⑦:振り返り  
GW④:活動を記録、振り返り 

第１５，１
６回 報告書執筆 GW④プレゼン資料 

第１７，１
８回 社会人基礎力ガイダンス・ワーク 

PW:振り返り⑧ 
 

第１９、２
０回 

就活ガイダンス 
自己分析・自己 PR ガイダンス 

提出物： 
個人レポート 
GW プレゼン資料 

第２１、２
２回 

学園祭でのポスターセッション参加（予定） 
＊講義時間は休校とし、別日程のイベントに参加。詳
細は PMⅢにて告知。 

提出物 
・ポスター 
・現場発表スライド [グループ] 

第２３、２
４回 到達確認模擬試験学習  

第２５、２
６回 

到達確認模擬試験学習  

第２７，２
８回 

PMⅢの振り返り、 ePF 投稿作成  

第２９，３
０回 

到達確認試験模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN205-
A54 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅲ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 総合演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
経営学科 
 9.履修学年 2 年生 

10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・プロジェクトマネジメントの実践 
・プロジェクトマネジメントとは、納期が決められているプロジェクトをどのように企画、
推進すれば成功するのか、詳しく?画を立てて管理、運営していくことといえる。 
・この授業では、1 年生秋学期にプロジェクトマネジメントと PBL?Project Based 
Learning?学習に取り組んだ「プロジェクトマネジメント演習Ⅰ」の次の段?として、PBL 学
習によるプロジェクトマネジメントの実践に取り組んでいく。 
【概要】 
・授業では具体的なプロジェクトとして、創造的問題解決、インターンシップの準備に取り
組む。 
・創造的問題解決については、実際のケースを用いて経営課題の構造、原因、?解決案の策
定の一連の流れをグループワークを?じて経験する。 
・夏学期でのインターンシップの経験を元に、事後学習を実施する。事後学習では、インタ
ーンシップにあたって設定したテーマ、課題、仮説を元に、調査結果を分析し、報告書にま
とめる作業を実施する。さらに、成果を PPT を用いて発表する準備も行う。 
・さらに、３年次の就職活動に向けた自己分析、自己 PR 等のガイダンスも実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■本科目の学習目標は DP?ディプロマ・ポリシー（１）の自律性、（２）社会的貢献性、
（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキルに?連しています。 
■本科目の学習目標 
?学習目標①? 
グループワークを含む PBL 学習にコミュニケーションを取りながら、積極的に取り組んで
いくことができる。 
?学習目標②? 
創造的問題解決のプロセスを理解する。 
?学習目標③? 
授業や活動の記録、まとめや報告書等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるように
なる。 

19.教科書・教材 適宜、資料等を配付する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

PBL グループワーク課題       50％（学習目標①、②） 
報告書提出 2０％ （学習目標②、③） 
報告プレゼンテーション実施   20％?（学習目標②、③） 
ePF 投稿  3 回（PBL グループワーク、IS 準備） 10％（学習目標①、②、③） 

22.コメント ・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１、2 回 

ガイダンス 
・授業の目的と進め方 
・PBL 学習について 
・インターンシップと発表について 
インターンシップの成果報告に向けた準備 

 
個人ワーク（以下 PW）①：三木市について
調べよう 
グループワーク（以下 GW）① ：三木市在
住外国人について知りたいことリスト 
②学内の留学生に聞いてみよう。  
 

第３、４回 インターンシップの成果報告に向けた準備 
PW②学習内容のまとめ 
 

第５、６回 インターンシップ成果報告に向けた準備 PW③振返り，学習内容のまとめ 

第７、８回 インターンシップ成果報告会 
PW④振り返り，異文化コミュニケーション
＆問題発見 
 

第９、１０
回 

報告書執筆 
・PW⑤:振り返り，異文化コミュニケーショ
ン＆問題発見 
 

第１１、１
２回 

報告書執筆 PW⑥振り返り 
 

第１３、１
４回 

報告書執筆 
PW⑦:振り返り  
GW④:活動を記録、振り返り 

第１５，１
６回 

報告書執筆 GW④プレゼン資料 

第１７，１
８回 社会人基礎力ガイダンス・ワーク 

PW:振り返り⑧ 
 

第１９、２
０回 

就活ガイダンス 
自己分析・自己 PR ガイダンス 

提出物： 
個人レポート 
GW プレゼン資料 

第２１、２
２回 

学園祭でのポスターセッション参加（予定） 
＊講義時間は休校とし、別日程のイベントに参加。詳
細は PMⅢにて告知。 

提出物 
・ポスター 
・現場発表スライド [グループ] 

第２３、２
４回 到達確認模擬試験学習  

第２５、２
６回 

到達確認模擬試験学習  

第２７，２
８回 

PMⅢの振り返り、 ePF 投稿作成  

第２９，３
０回 

到達確認試験模擬試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN205-
A55 

2.科目名 
プロジェクトマネジメント演習Ⅲ （秋編
入） 

3.単位数 4 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年（秋編入） 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 秋編入留学生のみ受講できます 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
１）これから始まる日本語による専門科目の学修やゼミ活動などにスムーズに適応するた
め、調査力やプレゼンテーション力を身につける。 
２）日本の社会（特に尼崎市の状況と防災）や伝統文化に対する知識を深める。 
３）体験学習に必要な日本語の力を身につける。 
【概要】 
この授業では、キャンパスのある尼崎市について、また、日本の防災について、そして、日
本の伝統文化について、グループで文献を調べ、実際に街や施設に行って見学をすることで
学んでいきます。調べてわかったことは、ワークシートを使ってふりかえるほか、クラスの
中で発表をします。 
授業期間中は、グループ発表や個人発表を課しますが、そのための発表資料の作成方法やふ
りかえりレポートの日本語等についても適宜指導を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発?・解決?、（５）コミュ
ニケーションスキル、（6）専?的知識・技能 の活??、の学修に関連しています。 
・本学の学修環境（これから始まる日本語による専門科目の学修やゼミ活動など）にスムー
ズに適応するためのプレゼンテーション力を身につける。 
・キャンパスのある尼崎市や日本の伝統文化に関するテーマについて、グループまたは個人
で学習し、その内容を理解するとともに他者にも説明できる。 

19.教科書・教材 
「にほんごで文化体験--ことばと文化でつながる」 村田 晶子 (監修)  アルク 2021 
 

20.参考文献 「留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション 」仁科 浩美、くろしお出版、2020 
 

21.成績評価 

成績評価 
事前学習のまとめ（個人） ５点×４回＝２０点 
ワークシート（個人）  ５点×４回＝２０点 
パワーポイント（グループ） ５点×４回＝２０点 
最終レポート ４０点 
※レポート、発表のルーブリックに基づいて評価する。 
※課題を提出し、すべての評価の合計が６０点以上である場合に合格とする。 

22.コメント 

★授業時間外学修 
授業１コマ当たり、2 時間の時間外学修（復習、予習）を行うことが求められます。 
メディアライブラリー等を活用した、充実した時間を持ちましょう。 
★大学を通して留学生がもらえる「ひょうごカルチャーパス」があれば、入館料が無料にな
るところがあります。フィールドワークのときはなくしたり忘れないようにしましょう。 
★尼崎城など一部有料の施設があります。また、フィールドワークに行くときは、交通費が
必要になる場合もあります。 
★状況により、内容が変更になったり、テーマの順番が入れ替わる場合があります。 



23.オフィスアワー 
秋学期 
研究室オフィス・アワー：木曜日 4 時間目（尼崎） 
学修支援センターオフィス・アワー：金曜日昼休み（山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

第 1 回 オリエンテーション、履修指導、アイスブ
レイク  
第 2 回 「街を歩く」（尼崎市を知る/尼崎市の歴史
について調べる） 
・インターネットや図書を利用して調べる。 

第 1 週 課題：調べ終わらなかったところ
を終わらせる。Webclass にアップロードす
る。（月曜日の 23 時 59 分まで） 

第 2 週 

第 3 回 「街を歩く」（尼崎市を知る/尼崎市の歴史
について調べる） 
・フィールドワーク（尼崎城、寺町周辺）  
第 4 回 「街を歩く」（尼崎市を知る/尼崎市の歴史
について調べる） 
・フィールドワーク（尼崎城、寺町周辺） 
 

第２週 課題：フィールドワークのふりかえ
りシート。Webclass にアップロードする。
（月曜日の 23 時 59 分まで） 

第 3 週 

第 5 回 「街を歩く」（尼崎市を知る/尼崎市の歴史
について調べる） 
・ふりかえり、パワーポイントの準備 
第 6 回  
パワーポイントの準備 

第３週 課題：発表用 PPT を完成させる。
Webclass にアップロードする。（月曜日の
23 時 59 分まで） 
 

第 4 週 

第７回 「街を歩く」（尼崎市を知る/尼崎市の歴史に
ついて調べる） 
・口頭発表 
第８回 「伝統文化に触れる」（近松門左衛門と人形
浄瑠璃） 
・インターネットや図書を利用して調べる。 
 

第４週 課題：調べ終わらなかったところを
終わらせる。Webclass にアップロードす
る。（月曜日の 23 時 59 分まで） 

第 5 週 

第９回 「伝統文化に触れる」（近松門左衛門と人形
浄瑠璃） 
・フィールドワーク 
第１０回 「伝統文化に触れる」（近松門左衛門と人
形浄瑠璃） 
・フィールドワーク 

第５週 課題：フィールドワークのふりかえ
りシート、ガイドさんへのお礼状、作成。
Webclass にアップロードする。（月曜日の
23 時 59 分まで） 
 

第 6 週 

第１１回 「伝統文化に触れる」（近松門左衛門と人
形浄瑠璃） 
・ふりかえり、パワーポイントの準備 
第１２回 「伝統文化に触れる」（近松門左衛門と人
形浄瑠璃） 
パワーポイントの準備 

第６週 課題：発表用 PPT を完成させる。
Webclass にアップロードする。（月曜日の
23 時 59 分まで） 
 

第 7 週 

第１３回 「伝統文化に触れる」（近松門左衛門と人
形浄瑠璃） 
・口頭発表 
第１４回 「災害に備える」 
・インターネットや図書を利用して調べる。 
 

第７週 課題：調べ終わらなかったところを
終わらせる。Webclass にアップロードす
る。（月曜日の 23 時 59 分まで） 
 

第 8 週 
第１５回 「災害に備える」 
・フィールドワーク：阪神・淡路大震災記念 人と防

第８週 課題：フィールドワークのふりかえ
りシート作成。Webclass にアップロードす



災未来センター 見学 
第１６回 「災害に備える」 
・フィールドワーク：阪神・淡路大震災記念 人と防
災未来センター 見学 

る。（月曜日の 23 時 59 分まで） 

第 9 週 

第１７回 「災害に備える」 
・ふりかえり、パワーポイントの準備 
第１８回 「災害に備える」 
パワーポイントの準備 

第９週 課題：発表用 PPT を完成させる。
Webclass にアップロードする。（月曜日の
23 時 59 分まで） 
 

第 10 週 

第１９回 「災害に備える」 
・口頭発表 
第２０回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷・神
⼾酒心館） 
グループワーク：インターネットや図書を利用して調
べる。 

第１０週 課題：調べ終わらなかったところ
を終わらせる。Webclass にアップロードす
る。（月曜日の 23 時 59 分まで） 

第 11 週 

第２１回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷・神
⼾酒心館） 
・フィールドワーク：神⼾酒心館見学 
第２２回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷・神
⼾酒心館） 
・フィールドワーク：神⼾酒心館見学 

第１１週 課題：フィールドワークのふりか
えりシート、お礼状作成。Webclass にアッ
プロードする。（月曜日の 23 時 59 分まで） 

第 12 週 

第２３回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷・神
⼾酒心館） 
・ふりかえり、パワーポイントの準備 
第２４回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷・神
⼾酒心館） 
パワーポイントの準備 
 

課題：発表用 PPT を完成させる。Webclass
にアップロードする。（月曜日の 23 時 59 分
まで） 
 

第 13 週 

第２５回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷・神
⼾酒心館） 
・口頭発表 
第２６回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷） 
・講義と講読 「灘五郷と尼崎市」 
 

課題：学習したことをノートにまとめる。 
 

第 14 週 

第２７回 「地域の文化・産業を学ぶ」（灘五郷と尼
崎市） 
フィールドワーク：菰樽（こもだる）を作る会社（ま
たはあまがさき観光案内所の展示）を見学 
第２８回 「これまでの活動報告をまとめる」 
・特に興味を持ったテーマについて、個人で活動報告
をまとめる。 

課題：自分でも執筆を進める。 

第 15 週 

第２９回 「これまでの活動報告をまとめる」 
・特に興味を持ったテーマについて、個人で活動報告
をまとめる。 
第３０回 「これまでの活動報告をまとめる」 
特に興味を持ったテーマについて、個人で活動報告を
まとめる。 
授業中に活動報告書を提出する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN205-
M54 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅲ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

総合演習 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

防災士の資格を取得していることが望まし
い。 
未取得者は２年冬学期(集中)尼崎キャンパ
スにおける地域防災減災論、あるいは３年
春学期の地域防災減災論を受講すること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①夏学期に取り組んだインターンシップ等(インターンシップ、グローバルスタディ、サー
ビスラーニング)の振り返りを行い発表を行います。11 月(予定)のインターンシップ報告会
の準備になります。   
②経営学科の学びを確実なものにするために、 
A: 本学と三木市が締結した｢避難所運営サポーター｣の協定の要件を満たす、講義、演習を
行います。要件を満たした学生は、三木市⻑から「三木市避難所運営サポーター」の委嘱を
受けます。l 
B: 地元緑が丘地区のﾆｭｰﾀｳﾝ開発を約 40 年前に行った大和ﾊｳｽ工業株式会社の、高齢化の進
むかつてのﾆｭｰﾀｳﾝの魅力づくり、再活性化の取り組み：「住み続ける街へ」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについ
て学び、実際に住⺠の話などを聞いた上で、自分たちの意見を集約して、大和ﾊｳｽにプレゼ
ン提案します。 
④到達確認試験に向けて、これまで学んできた知識を活用して、ケーススタディによる分析
と試験準備を行います。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

プロジェクトマネジメントに具体的に取り組みを通して、チーム内での意見調整力、問題解
決力と実行力を身につける 
学修目標① インターンシップの総括、発表を客観的にわかりやすくまとめることができる 
学修目標② 三木市避難所運営サポータとして必要な知識、スキルを身につけ、地域貢献の
準備を行う         
学修目標③ 大和ハウス「住み続ける街へ」を通じて、新しい発想と方法論を説明できるよ
うになる       
学習目標④ マネジメントの基礎の理解(到達確認試験) ができる 
学修目標⑤ 平常的なワーク資料の提出、 

19.教科書・教材  
20.参考文献 日本政策金融公庫 ビジネスプランをたててみよう 

21.成績評価 

学修目標① インターンシップの総括、発表 20% 
学修目標② 学園祭プロジェクトの取組           10% 
学修目標③ 企画提案プロジェクトの取組       40& 
学習目標④ マネジメントの基礎の理解(到達確認試験) 10% 
学修目標⑤ 平常的なワーク資料の提出、e ポートフォリオへの記載 20% 

22.コメント ・プロジェクトマネジメントは、チームワークとスケジュール管理が重要です。遊んでいる



学生がいないように全員が前向きに参加することを前提とします。   
ビジネスコンペ、ぼうさい甲子園などに実際に応募し、実践的な教育活動の成果とします。 

23.オフィスアワー 月曜日 昼時間 12 時 10~1 時 10 分 (4 号館４階 村田研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

⽕曜日 1・2
限 
１回２回 
(9/27) 
 

Ⅰ ガイダンス プロジェクトマネジメント演習の構
成 
   プロジェクトマネジメントのコンセプト 
   インターンシップ等の報告発表会の資料を作成す
る 
 

ノート PC 持参等、全週までに指示します。 

３回４回 
(10/4) 

インターンシップ等発表会準備 
11 月の土曜日(TBA)に実施予定のインターンシップ
成果報告会に向けて準備をします。 
 

 

５回６回 
(10/11) 

11 月の土曜日(TBA)のインターンシップ等発表会の
事前プレゼンテーション 
最終発表グループの評価、選定を行います。 

 

７回８回 
(10/18) 

災害体験ワークショップ① 
 指定避難所訪問見学 
 （ダンボールベッド組立て体験等） 

 

９回 10 回 
(10/25) 

災害体験ワークショップ② 
 避難所のあり方、種類、運営などについて、ワーク
ショップ(EVAC)を行います。 

 

11 回 12 回 
(11/1) 

災害体験ワークショップ③ 
 ・HM に示された三木市内危険区域の街歩き 
 ・大和ハウス地域再生拠点施設訪問調査 
 

 

13 回 14 回 
(11/8) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト＜事前
準備＞ 
 

 

15 回 16 回 
(11/15) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト①  
ダイワ講義（プロジェクトの概要、先進優良事例、三
木市(都市開発)講義 

 

17 回 18 回 
(11/22) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト②  
ダイワハウスの安全安心関連機器のデモンストレーシ
ョンを実施します。 

 

19 回 20 回 
(11/29) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト③  
これまでの講義、街歩き、ヒアリングなどから、住み
続ける街にするための自分たちの提案をまとめて内部
でプレゼンします。 

 

21 回 22 回 
(12/6) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト④  
各班で設定したテーマについての関連資料を収集し、
住⺠ヒアリング結果を踏まえて、テーマについての学
生提案プレゼン（10 枚程度）を作成します。 

 

23 回 24 回 
(12/13) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト⑤  
5 グループから、ダイワハウス、三木市、住⺠代表に
実際に提案プレゼンを行い、コメント、フィードバッ

 



クをいただきます。 
25 回 26 回 
(12/20) 

到達確認試験準備① 
(穴埋め問題) 

 

27 回 28 回 
(1/10) 

到達確認試験の準備② 
（語句説明) 

 

29 回 30 回 
(1/17) 

到達確認試験の準備③  
 （発展問題・模擬試験）  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN205-
M55 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅲ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 川脇康生 

5.授業科目の区分 

総合演習 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 

防災士の資格を取得していることが望まし
い。 
未取得者は２年冬学期(集中)尼崎キャンパ
スにおける地域防災減災論、あるいは３年
春学期の地域防災減災論を受講すること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①夏学期に取り組んだインターンシップの振り返りを行い発表を行います。11 月(予定)のイ
ンターンシップ報告会、あじあん祭における経営学科 PR 動画による参加の準備になりま
す。   
②経営学科の学びを確実なものにするために、 
A: 本学と三木市が締結した｢避難所運営サポーター｣の協定の要件を満たす、講義、演習を
行います。要件を満たした学生は、三木市⻑から「三木市避難所運営サポーター」の委嘱を
受けます。 
B: 地元緑が丘地区のﾆｭｰﾀｳﾝ開発を約 40 年前に行った大和ﾊｳｽ工業株式会社の、高齢化の進
むかつてのﾆｭｰﾀｳﾝの魅力づくり、再活性化の取り組み：「住み続ける街へ」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについ
て学び、実際に住⺠の話などを聞いた上で、自分たちの意見を集約して、大和ﾊｳｽ、三木
市、市⺠代表にプレゼン提案します。 
③到達確認試験に向けて、これまで学んできた知識を活用して、ケーススタディによる分析
と試験準備を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

プロジェクトマネジメントに具体的に取り組みを通して、チーム内での意見調整力、問題解
決力と実行力を身につける 
学修目標① インターンシップの総括、発表を客観的にわかりやすくまとめることができる 
学修目標② 三木市避難所運営サポータとして必要な知識、スキルを身につけ、地域貢献の
準備を行 う 
学修目標③ 大和ハウス「住み続ける街へ」を通じて、新しい発想と方法論を説明できる 
学習目標? マネジメントの基礎の理解(到達確認試験) ができる  
学習目標⑤ 平常的なワーク資料の提出、e ポートフォリオへの記載をすること 

19.教科書・教材 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献 
郊外の⼾建住宅団地に魅力を取り戻す （ 日経 ESG） 
https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/case/00034/ 

21.成績評価 

学修目標① インターンシップの総括、発表 20% 
学修目標② 避難所ワークショップの取組 10% 
学修目標③ 大和ハウスとの連携プロジェクトの取組み 40% 
学習目標④ マネジメントの基礎の理解(到達確認試験) 10%  
学修目標⑤ 平常的なワーク資料の提出、e ポートフォリオへの記載 20% 

22.コメント ・プロジェクトマネジメントは、チームワークとスケジュール管理が重要です。遊んでいる



学生がいないように全員が前向きに参加することを前提とします。   
・避難所運営サポーター、「住み続ける街へ」プロジェクトなどに実際に参加し、実践的な
教育活動の成果とします。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼休み 12:15〜13:15 (4 号館 5 階、川脇研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
⽕曜日１・
２限 
１回２回 
(9/27) 
 

ガイダンス：プロジェクトマネジメント演習の構成と
コンセプト 
インターンシップ等の報告発表会の資料を作成する 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

３回４回 
(10/4) 

インターンシップ等発表会準備 
11?の?曜?(TBA)のインターンシップ等発表会に向け
て準備をします。 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

５回６回 
(10/11) 

インターンシップ等発表会の事前プレゼンテーション 
最終発表グループの評価、選定を行います。 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

７回８回 
(10/18) 

避難所体験ワークショップ① 
指定避難所訪問見学 
（段ボールベッド組み立て体験等） 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

９回 10 回 
(10/25) 

避難所体験ワークショップ② 
避難所のあり方、種類、運営などについて、ワークシ
ョップ（EVAG）を行います。 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

11 回 12 回 
(11/1) 

避難所体験ワークショップ③ 
・ハザードマップに示された三木市内危険区域の街歩
き 
・大和ハウス地域再生拠点施設訪問調査 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

13 回 14 回 
(11/8) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト＜事前
準備＞ 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

15 回 16 回 
(11/15) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト① 
ダイワ講義（プロジェクトの概要、先進優良事例、
三?市(都市開発)講義 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

17 回 18 回 
(11/22) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト② 
住⺠ヒアリング調査の事前準備をします。 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

19 回 20 回 
(11/29) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト③ 
地域の公⺠館等において、各班がテーマ別に地域住⺠
の意識、住み続けたくなるにはどうしたよいかなどに
ついてヒアリング調査を実施 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

21 回 22 回 
(12/6) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト? 
各班で設定したテーマについての関連資料を収集し、
住?ヒアリング結果を踏まえて、学?提案のプレゼン
（10 枚程度）を 作成します。 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

23 回 24 回 
(12/13) 

ダイワハウス「住み続ける街へ」プロジェクト⑤ 
各班から、ダイワハウス、三?市、住?代表に対して
提案プレゼンを?い、コメントやフィードバックをい
ただきます。 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

25 回 26 回 
(12/20) 

到達確認試験の準備① 
（穴埋め問題） 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 

27 回 28 回 到達確認試験の準備① ノート PC を持参（必要により AC アダプタ



(1/10) （語句説明） ー､延⻑コード持参） 
29 回 30 回 
(1/24) 

到達確認試験の準備③ 
（発展問題・模擬試験） 

ノート PC を持参（必要により AC アダプタ
ー､延⻑コード持参） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y51 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jonathan Aliponga 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年春 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

At the end of the semester, students are expected to acquire basic knowledge and skills 
in writing a research paper using the Problem-Based Learning  (PBL) method. These 
include knowledge and skills about finding research topic, writing thesis statement, 
writing the first draft to conferencing with students to give feedback. 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester, students are expected to successfully achieve the following 
abilities set by the Department: 
1）自律的で主体的な態度（自律性） Autonomous and independent attitude (autonomy) 
2）問題発見・解決力 Problem finding and solving ability 
3）コミュニケーションスキル Communic 

19.教科書・教材 
Basic Steps to Writing Research Papers by David Kluge & Matthew Taylor 
ISBN 978-4-86312-308-3 
 

20.参考文献 必要に応じて資料を随時配布する 

21.成績評価 

 
留学国に関するプレゼンテーション（グループ, PBL）30% 
自らのリサーチテーマに関するプレゼンテーション（個人, PBL）30% 
リサーチの計画書(最終レポートに相当)40% 
 

22.コメント 
各回には、現地でのコミュニケーションに必要な英語力涵養のための活動を 20~30 分程度
行う。 

23.オフィスアワー ⽕曜 12:30~13:10 尼崎 Campus, Zoom available (pls contact me a day before) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week1 

オリエンテーション（本科目の概要説明、留学先情報
提供 等） 
Unit 1 What is a Research Paper? 
Unit 2 Topics 
 

Worksheet page 1 
Worksheet pages 2~3 

Week2 
Research 
Conferencing on Topics as needed 
 

Worksheet pages 4~7 

Week3 
Unit 4 The Beginning: Thesis Statement 
Conferencing on Topics as needed Worksheet page 8 

Week4 Unit 5 The Working Outline 
Conferencing on Topics as needed 

Worksheet pages 10-11 

Week5 
Unit 6 Revising the Thesis Statement and Working 
Outline 

Worksheet page 9 



Week6 
Presentation 1 (Group, PBL focused) about the 
Working Outline 

Review and finalize peer evaluation 

Week7 
Unit 8 Writing the Title 
Unit 9 Writing the Introduction Worksheet pages 8-9 

Week8 Unit 10 Support, Accuracy, and Logic 
Unit 11 Writing the Body 

Revising the Body 

Week9 
Unit 12 Writing the Conclusion 
Unit 13 Avoiding Plagiarism: Citing and Quoting 
Sources 

Revising the Conclusion 

Week10 Writing the Reference List Revising the Reference List 

Week11 Preparing for the second presentation (PPT) 
Review and Practice PowerPoint for the 
presentation 

Week12 Second presentation Review and finalize peer evaluation 
Week13 Feedback about the second presentation Reflection about the feedback 
Week14 Final paper preparation Editing, revising 

Week15 
Submit Final paper 
Class evaluation 
Consultation 

Online consultation 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y52 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 卒業論文作成と卒業後の進路確保のための準備を行う。 
 論文の準備として、テーマを考えたり絞り込んだりできるよう、様々な文献を読み、研究
方法等を学ぶ。卒業後の進路のために、キャリアサポート室と連携しながら、就職活動で必
要となるエントリーシートや業界、就職試験に必要な知識等を学ぶ。 
【概要】 
 様々な研究を学ぶ：学生は自分の担当となった研究を要約し発表し、その後討論を行う。
各自が興味・関心のある研究分野において他にどのような研究があるのか、個別にも調べ、
発表する。 
 進路の準備：業界や就活スケジュールを作成する。SPI に備えた簡単なミニテストを行
う。 
 ＊基本的に、ゼミでは、学生同士の発表を中心に進める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP 
(4)問題発見・解決力・・・卒論のテーマを探す過程において、各種研究を参考に問題発見
や解決方法を知り、学ぶ 
(5) コミュニケーションスキル・・・グループワークや討論を通じて、円滑に「協働」する
ためのコミュニケーション力を磨く 
(6) 専門的知識・技能 の活用力・・・研究テーマを考えるための参考文献等から、理解・
考察を深めていく過程で今まで学んだ知識等を利用する 

19.教科書・教材  
 

20.参考文献 
『新・⺠族の世界地図 』21 世紀研究会 編(2006)  (文春新書) 
『カラー新版 地名の世界地図』21 世紀研究会 編(2020) (文春新書) 
 

21.成績評価 
Presentation 40%  
Final report 40% 
Classwork 20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week1 

Course introduction 
Course content and assessment 
Schedule leading up to and including writing of 
graduation thesis  
1.1 Introduction 

Reading 1.1 Introduction 

Week2 1.2 Language as sociocultural resource Reading 1.2 and 1.3 



1.3 Culture as sociocultural practice 

Week3 1.4 Linguistic relativity 
1.5 A socially constituted linguistics 

Reading 1.4 and 1.5 

Week4 
1.6 Systemic functional linguistics 
1.7 Summary 

Reading 1.6 and 1.7 

Week5 
2. Language and identity 
2.1 Introduction 
 

Reading 2.1 

Week6 
2.2 Social identity 
2.3 Agency, identity and language use 

Reading 2.2 and 2.3 

Week7 
2.4 Research on language use and identity 
2.5 Summary Reading 2.4 and 2.5 

Week8 3 Language and culture learning 
3.1 Introduction 

Reading 3.1 

Week9 
3.2 A Sociocultural perspective on language and 
culture learning 
3.3 Language socialisation 

Reading 3.2 and 3.3 

Week10 3.4 Learning how to mean 
3.5 Social activity and language development 

Reading 3.4 and 3.5 

Week11 
3.6 Social activity and cognitive development 
3.7 Contexts of learning 

Reading 3.6 and 3.7 

Week12 3.8 Summary Reading 3.8 
Week13 Presentations   1  
Week14 Presentations   2  
Week15 Reflection on semester  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y53 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Course Objectives 
This course is designed to start the research processes necessary for graduation thesis     
Differentiate primary sources from secondary sources 
1. Identify different data gathering instruments for primary sources  
2.Determine different secondary sources 
3.Identify random sampling from non random sampling 
4.Set learning goals 
5.Compose activity plans for the semester 
6.Reflect on past learning 
7.Assess learning goals 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

Presentation 30%  
Final report 30% 
 Homework 20%  
Classwork 20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 月曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week1 

Course introduction 
Course content and assessment 
Schedule leading up to and including writing of 
graduation thesis 

Reading about various type s of research 

Week2 Introduction  variety of research methods   
Quantitative research 

Internet research on Quanti tative research 

Week3 Variety of research methods   Qualitative research 
Reading model qualitative re search paper 
Internet research on qualita tive research 

Week4 Collecting data using primary sources Observation  
interview  and questionnaire 

Reading model papers using observation  
interview  and questionnaire as method 
Internet research on data c ollection 
methods 

Week5 
Questionnaires 
Types of questions 
Advantages and disadvantages of questionnaires 

Internet research on questio nnaires 

Week6 Observations Internet research on observ ations 



Advantages and disadvantages of observations 

Week7 
Collecting data using secondary sources 
Government or semi government publications  
previous studies  m ass media 

Internet research on second ary sources 

Week8 Variety of scales  1 
Likert  Thurstone  and Guttman scale 

Reading features and functi ons of each 
scale 

Week9 
Variety of scales  2 
Likert  Thurstone  and Guttman scale 

Reading features and functi ons of each 
scale 
Select optimal scale of mea surement for 
collecting data for thesis 

Week10 
Checking validity and reliability of selected method 
and scale  1 

Reading how to check validi ty and 
reliability of selected method and scale 
Consider validity and reliabili ty and revise 
the method an d scale 

Week11 
Checking validity and reliability of selected method 
and scale   2 

Create research instrument such as 
questionnaire  inter view sheet  etc 

Week12 Career Guidance  
Week13 Presentations   1  
Week14 Presentations   2  
Week15 Reflection on semester  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A51 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。  
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 4 回】 
卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 

◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含
む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A52 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。  
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー 水・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 4 回】 
卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 

◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含
む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A53 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。  
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 4 回】 
卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 

◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含
む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A54 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。  
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 4 回】 
卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 

◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含
む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A55 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。  
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー 木曜 4 限（研究室）  水曜 2 限（学修支援室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 4 回】 
卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 

◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含
む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A56 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。 
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。  
 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



【第 4 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 
◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含



む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A57 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。  
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 4 回】 
卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 

◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含
む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A58 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習 I・II、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において学修を進めてきた専門演習 III で培ってきた知識や技能をベ
ースに、教育・保育に関わる専門的な知見をさらに深めていく。 
【概要】文献や先行研究に当たり、進度を報告すると共に、ラーニングコミュ ニティ(LC)
内での意見交換を行いながら、自らが取り組むテーマについて多角的に考察を加えていく。
最終的には卒業論文の一部を作成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を生かして、主体
的な学びができる。  
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%  
・中間レポート(10%×2) ...20% 
・卒業論文第 1 回中間発表（ポスターセッション） ...30%(プレゼンテーションルーブリッ
クによる)  
・卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む） ...40%(ライティングルーブリックによる) 
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 
 4 年間の学びの集大成である卒業論文の執筆を開始していく、大切な 3 年生の秋学期で
す。ゼミの仲間と十分に親睦を深めながら切磋琢磨し、学ぶことの楽しさと厳しさを、我々
アドバイザーと共に実感していきましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日お昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・春学期のふり返りと秋学期の目標の明確化 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
 

◆ノートパソコン◆  
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 
学術論文へのアプローチ法  
・学術論文を読むこと、要約すること、考察すること 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめと、先行研
究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの絞り込み 
・研究の方向性についての討議と交流 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 4 回】 
卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討① 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 



含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

【第 5 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討② 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 1）の作成と意見交換 

〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 6 回】 
論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴)  
 

◆ノートパソコン◆  
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン」作成(360 分) 

【第 7 回】 
社会調査に関するオリエンテーション(合同)  
・社会調査の方法、内容について 

◆ノートパソコン◆  
★小レポート①「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
1）」 
〇先行研究、文献収集と整理のめやすを立て
る(180 分) 

【第 8 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇先行研究・文献の収集と整理(180 分) 

【第 9 回】 

卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）アウト
ラインの作成と検討③ 
・ゼミ内での卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）アウトライン（その 2）の作成と意見交換 

◆ノートパソコン◆ 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成(180 分) 

【第 10 回】 
仮説や問題解決の方向性の明確化 
・ 卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポスター）の
作成 

◆ノートパソコン◆ 
★小レポート②「卒業論文第 1 回中間報告
書（研究計画含む）アウトライン（その
2）」 
〇卒業論文第 1 回中間発表レジュメ（ポス
ター）作成仕上げ(180 分) 

【第 11 回】 

卒業論文第 1 回中間発表（その 1） 
・ゼミ内発表① 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇本時のふり返りと学びのまとめ(180 分) 

【第 12 回】 
卒業論文第 1 回中間発表（その 2） 
・ゼミ内発表②  
・意見交換と討議(LC の活用) 

◆ノートパソコン◆ 
〇LC による意見交換のまとめ作成(180 分) 

【第 13 回】 

卒業論文第 1 回中間発表 （その 3） 
・ゼミ内発表③ 
・意見交換と討議(LC の活用)  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成(180 分) 

【第 14 回】 「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含む）」の作
成 

◆ノートパソコン◆ 
〇「卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画
含む）」作成仕上げ(360 分) 

【第 15 回】 秋学期のふり返りとまとめ 

◆ノートパソコン◆ 
★卒業論文第 1 回中間報告書（研究計画含
む） 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A59 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では、「誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉の実践とは」をテ
ーマに、卒業研究に向けた準備として研究テーマの探索、研究方法、論文作成などに自発的
に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
春学期（専門演習Ⅲ）での取り組みや研究計画に基づき、適宜見直しをしながら、具体的な
データ収集と整理・分析を行い、考察に必要な各種情報の収集と読解を進め、卒業論文執筆
にとりかかります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP の (1)自立性、(3)多様性理解、（4)問題発見・解決力、(5)コミュ
ニケーションスキル (6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学修目標は次のとおりです。 
インターンシップⅢ等の経験学習をとおして「誰一人取り残すことのない個別最適化された
教育・福祉の実践」について 
①研究テーマを具体的にイメージできる題目を設定している。 
②各章の位置づけを理解し、章立てを完成させている。 
③先行研究レビューの書き方を理解し、着手している。 
④複数の方法を検討したうえ 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配付します。 

20.参考文献 

■テーマの設定方法、研究の進め方 
小笠原喜康(2002)「大学生のためのレポート・論文術」、講談社現代新書  
河野哲也(2002)「レポート・論文の書き方入門第 3 版」、慶應義塾大学出版 
白井利明・高橋一郎(2013)「よくわかる卒論の書き方第２版」ミネルヴァ書房 
■作文技術、文章の書き方 
木暮太一(2011)「学校で教えてくれない『分かりやすい説明』のルール」、光文社新書 
木下是雄(1981)「理科系の作文技術」中公新書 

21.成績評価 
・研究計画書 40%（20%×2） 学習目標①②③④ 
・卒論の第 1 章 60％（20%×3） 学習目標③⑤ 

22.コメント 
・本授業は、２回目から１５回目までノートパソコン持参を原則とします。 
・成果物は webclass への提出が必要です。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

授業の進め方、成績評価、概要の説明 
・授業の進め方や内容、評価の方法について説明を行
う。 
・授業シラバスを持参すること（このシラバスは学び
の文脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファ
イルに添付していつでも参照できるようにしておくこ

【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 



と）。 

【第 2 回】 研究計画書のプレゼンテーション①-1 
・春学期末に提出した研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分)  
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 3 回】 研究計画書のプレゼンテーション①-2 
・春学期末に提出した研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分) 
【次回の予習】 
・文献レビューの準備をする（90 分） 

【第 4 回】 

文献レビュー① 
・先行研究（学術論文）を読み込み、情報を共有する 
・グルーピング：似たテーマでグルーピング。司会
者、記録を決める。記録は質疑中心でよい 
・発表：研究テーマ、文献選択の理由、分かったこ
と、着目した点、研究テーマとの関連・活用、疑問点
等を報告 
・質疑：答えられない点は次回までに調べておくこと 

【今回の復習】 
ワークで得られた気付きを整理する（90
分） 
【次回の予習】 
・文献レビューの準備をする（90 分） 

【第 5 回】 

文献レビュー② 
・先行研究（学術論文）を読み込み、情報を共有する 
・グルーピング：似たテーマでグルーピング。司会
者、記録を決める。記録は質疑中心でよい 
・発表：研究テーマ、文献選択の理由、分かったこ
と、着目した点、研究テーマとの関連・活用、疑問点
等を報告 
・質疑：答えられない点は次回までに調べておくこと 
＊第 1 章提出 1/3（20） 
 

【今回の復習】 
ワークで得られた気付きを整理する（90
分） 
【次回の予習】 
・文献レビューの準備をする（90 分） 

【第 6 回】 

文献レビュー③ 
・先行研究（学術論文）を読み込み、情報を共有する 
・グルーピング：似たテーマでグルーピング。司会
者、記録を決める。記録は質疑中心でよい 
・発表：研究テーマ、文献選択の理由、分かったこ
と、着目した点、研究テーマとの関連・活用、疑問点
等を報告 
・質疑：答えられない点は次回までに調べておくこと 
＊研究計画書リライト提出 1/2（20） 
 

【今回の復習】 
ワークで得られた気付きを整理する（90
分） 
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 7 回】 
研究計画書のプレゼンテーション②-1 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分)  
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 8 回】 研究計画書のプレゼンテーション②-2 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分) 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 9 回】 研究の遂行① 【今回の復習】 



・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う 

・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 10 回】 

研究の遂行② 
・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う  
＊第 1 章提出 2/3（20） 
 

【今回の復習】 
・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 11 回】 

研究の遂行③ 
・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う  
＊研究計画書リライト提出 2/2（20） 
 

【今回の復習】 
・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 12 回】 
研究計画書のプレゼンテーション③-1 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分)  
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 13 回】 
研究計画書のプレゼンテーション③-2 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分) 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 14 回】 

研究の遂行④ 
・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う 

【今回の復習】 
・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 15 回】 
3 年のまとめ 
・3 年のふりかえりを行う 
＊第 1 章提出 3/3（20） 

【今回の復習】 
・秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に投稿(90 分)  
【提出物】 
・先行研究(卒論の第 1 章) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
A60 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では、「誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉の実践とは」をテ
ーマに、卒業研究に向けた準備として研究テーマの探索、研究方法、論文作成などに自発的
に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
春学期（専門演習Ⅲ）での取り組みや研究計画に基づき、適宜見直しをしながら、具体的な
データ収集と整理・分析を行い、考察に必要な各種情報の収集と読解を進め、卒業論文執筆
にとりかかります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP の (1)自立性、(3)多様性理解、（4)問題発見・解決力、(5)コミュ
ニケーションスキル (6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学修目標は次のとおりです。 
インターンシップⅢ等の経験学習をとおして「誰一人取り残すことのない個別最適化された
教育・福祉の実践」について 
①研究テーマを具体的にイメージできる題目を設定している。 
②各章の位置づけを理解し、章立てを完成させている。 
③先行研究レビューの書き方を理解し、着手している。 
④複数の方法を検討したうえ 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配付します。 

20.参考文献 

■テーマの設定方法、研究の進め方 
小笠原喜康(2002)「大学生のためのレポート・論文術」、講談社現代新書  
河野哲也(2002)「レポート・論文の書き方入門第 3 版」、慶應義塾大学出版 
白井利明・高橋一郎(2013)「よくわかる卒論の書き方第２版」ミネルヴァ書房 
■作文技術、文章の書き方 
木暮太一(2011)「学校で教えてくれない『分かりやすい説明』のルール」、光文社新書 
木下是雄(1981)「理科系の作文技術」中公新書 

21.成績評価 
・研究計画書 40%（20%×2） 学習目標①②③④ 
・卒論の第 1 章 60％（20%×3） 学習目標③⑤ 

22.コメント 
・本授業は、２回目から１５回目までノートパソコン持参を原則とします。 
・成果物は webclass への提出が必要です。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

授業の進め方、成績評価、概要の説明 
・授業の進め方や内容、評価の方法について説明を行
う。 
・授業シラバスを持参すること（このシラバスは学び
の文脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファ
イルに添付していつでも参照できるようにしておくこ

【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 



と）。 

【第 2 回】 研究計画書のプレゼンテーション①-1 
・春学期末に提出した研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分)  
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 3 回】 研究計画書のプレゼンテーション①-2 
・春学期末に提出した研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分) 
【次回の予習】 
・文献レビューの準備をする（90 分） 

【第 4 回】 

文献レビュー① 
・先行研究（学術論文）を読み込み、情報を共有する 
・グルーピング：似たテーマでグルーピング。司会
者、記録を決める。記録は質疑中心でよい 
・発表：研究テーマ、文献選択の理由、分かったこ
と、着目した点、研究テーマとの関連・活用、疑問点
等を報告 
・質疑：答えられない点は次回までに調べておくこと 

【今回の復習】 
ワークで得られた気付きを整理する（90
分） 
【次回の予習】 
・文献レビューの準備をする（90 分） 

【第 5 回】 

文献レビュー② 
・先行研究（学術論文）を読み込み、情報を共有する 
・グルーピング：似たテーマでグルーピング。司会
者、記録を決める。記録は質疑中心でよい 
・発表：研究テーマ、文献選択の理由、分かったこ
と、着目した点、研究テーマとの関連・活用、疑問点
等を報告 
・質疑：答えられない点は次回までに調べておくこと 
＊第 1 章提出 1/3（20） 
 

【今回の復習】 
ワークで得られた気付きを整理する（90
分） 
【次回の予習】 
・文献レビューの準備をする（90 分） 

【第 6 回】 

文献レビュー③ 
・先行研究（学術論文）を読み込み、情報を共有する 
・グルーピング：似たテーマでグルーピング。司会
者、記録を決める。記録は質疑中心でよい 
・発表：研究テーマ、文献選択の理由、分かったこ
と、着目した点、研究テーマとの関連・活用、疑問点
等を報告 
・質疑：答えられない点は次回までに調べておくこと 
＊研究計画書リライト提出 1/2（20） 
 

【今回の復習】 
ワークで得られた気付きを整理する（90
分） 
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 7 回】 
研究計画書のプレゼンテーション②-1 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分)  
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 8 回】 研究計画書のプレゼンテーション②-2 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分) 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 9 回】 研究の遂行① 【今回の復習】 



・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う 

・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 10 回】 

研究の遂行② 
・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う  
＊第 1 章提出 2/3（20） 
 

【今回の復習】 
・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 11 回】 

研究の遂行③ 
・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う  
＊研究計画書リライト提出 2/2（20） 
 

【今回の復習】 
・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 12 回】 
研究計画書のプレゼンテーション③-1 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分)  
【次回の予習】 
・研究計画書のプレゼン（5 分程度）の準備
をする（90 分） 

【第 13 回】 
研究計画書のプレゼンテーション③-2 
・リライトした研究計画書をシェアする 

【今回の復習】 
・研究計画書のリライト(90 分) 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 14 回】 

研究の遂行④ 
・文献や資料の収集、整理、読み込みを進め、先行研
究の章をまとめる 
・希望者には個別指導を行う 

【今回の復習】 
・指摘事項を整理する 
【次回の予習】 
・第 1 章を執筆する（90 分） 

【第 15 回】 
3 年のまとめ 
・3 年のふりかえりを行う 
＊第 1 章提出 3/3（20） 

【今回の復習】 
・秋学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に投稿(90 分)  
【提出物】 
・先行研究(卒論の第 1 章) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
M51 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、卒業研究に向けて研究テーマ・研究方法・論文作成などについて受講者自身が
自発的に取り組むことを主なねらいとしている。各受講者の興味・関心に基づいて、行いた
い研究領域・内容・対象・方法などを焦点化する。具体的には、春学期に設定したテーマに
関する論文や情報を収集し、その読解を進める。そして、それらを集約し、ゼミ内でプレゼ
ンテーションを行うことにより論文作成に必要な技術を学修しながら、卒業研究へとつなげ
ていく。 
卒業研究に向けて、研究テーマの設定，研究方法，論文作成などについて主体的に取り組ん
でいくことをねらいとする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュニケーシ
ョンスキル(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
①自分の興味関心から、先行研究を調べ、研究内容を理解し、他者に紹介できるようにな
る。 
②研究論文を能動的かつ批判的に読むことができるようになる。 
③興味関心と先行研究の知見をもとに、卒業論文の研究計画を考えることができるようにな
る。 
④これまでに学習した知識や経験をまとめて、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、
自己分析すること 

19.教科書・教材 適宜配布します。 
20.参考文献 必要に応じて授業時に紹介します。 

21.成績評価 

個人テーマに関するレポートの提出（経過報告）：20% 
  [学習目標①②③]に対応 
小レポート（10 本レポート）：30% 
 [学習目標①②]に対応 
学期末レポート（研究計画書）：40% 
 [学習目標①②③]に対応 
e-ポートフォリオへのふりかえり：10% 
 [学習目標④に対応] 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー（山手）：水曜昼休み 
センターオフィスアワー（山手）：水曜 3 限 
※研究室オフィスアワー（三木）：木曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
学期末にはじまる就職活動及び卒業研究に向けての計
画の作成 

毎回、ノートパソコンを持参すること。 

 
文献検索と研究計画の作成の流れ 
卒論、研究計画書を作成する過程を学ぶ 

 



 
合同ゼミ：キャリア教育「進路実現のために今明確に
すべきこと」 
 

アサインメント：自身のキャリアに関するレ
ポート 
 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的な研究目的、研究方法を発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的亜研究目的、研究方法を発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的亜研究目的、研究方法を発表する。  

 4 年生卒業論文発表会参加（合同ゼミ） 
先輩の発表を聴き、卒業研究のイメージを掴む。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
M52 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
3 年 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 本ゼミでは、卒業論文を書くための基礎的能力を身につけることを目的とし、文献講読を行
う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各自が関心のある文献を読み、書かれている内容を理解し、まとめる力を身につけるととも
に、批判的な視点から独自の考えを主張する力を養うことを目指す。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

1．授業への貢献度 15% 
2．毎回の授業における小レポート 15% 
3．プレゼン発表 40% 
4．最終レポート 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：金曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション、講読文献、担当・発表順の決定  
第 2 回 研究のテーマ設定とアウトライン  

第 3 回 
キャリア教育（学科合同）  
「進路実現のために今明確にすべきこと」 

自身のキャリアに関するレポート 

第 4 回 研究進行の諸注意  
第 5 回 文献講読①  
第 6 回 文献講読②  
第 7 回 文献講読③  
第 8 回 文献講読④  
第 9 回 文献講読⑤  
第 10 回 文献講読②  
第 11 回 研究構想発表①  
第 12 回 研究構想発表②  
第 13 回 研究構想発表③  
第 14 回 研究構想発表④  
第 15 回 まとめ 最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
Y51 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、卒業研究に向けて研究テーマ・研究方法・論文作成などについて受講者自身が
自発的に取り組むことを主なねらいとしている。各受講者の興味・関心に基づいて、行いた
い研究領域・内容・対象・方法などを焦点化する。具体的には、春学期に設定したテーマに
関する論文や情報を収集し、その読解を進める。そして、それらを集約し、ゼミ内でプレゼ
ンテーションを行うことにより論文作成に必要な技術を学修しながら、卒業研究へとつなげ
ていく。 
卒業研究に向けて、研究テーマの設定，研究方法，論文作成などについて主体的に取り組ん
でいくことをねらいとする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュニケーシ
ョンスキル(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
①自分の興味関心から、先行研究を調べ、研究内容を理解し、他者に紹介できるようにな
る。 
②研究論文を能動的かつ批判的に読むことができるようになる。 
②興味関心と先行研究の知見をもとに、卒業論文の研究計画を考えることができるようにな
る。 
②これまでに学習した知識や経験をまとめて、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、
自己分析すること 

19.教科書・教材 適宜配布します。 
20.参考文献 必要に応じて授業時に紹介します。 

21.成績評価 

個人テーマに関するレポートの提出（経過報告）：20% 
  [学習目標①②③]に対応 
小レポート（10 本レポート）：30% 
 [学習目標①②]に対応 
学期末レポート（研究計画書）：40% 
 [学習目標①②③]に対応 
e-ポートフォリオへのふりかえり：10% 
 [学習目標④に対応] 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
学期末にはじまる就職活動及び卒業研究に向けての計
画の作成 

 

 文献検索と研究計画の作成の流れ 
卒論、研究計画書を作成する過程を学ぶ 

 

 
合同ゼミ：キャリア教育「進路実現のために今明確に
すべきこと」 

アサインメント：自身のキャリアに関するレ
ポート 



  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究計画書の作成 
具体的な研究目的、研究方法を発表する。 

 

 研究計画書の作成 
具体的亜研究目的、研究方法を発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的亜研究目的、研究方法を発表する。 

 

 
4 年生卒業論文発表会参加（合同ゼミ） 
先輩の発表を聴き、卒業研究のイメージを掴む。  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
Y52 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この演習は、卒業研究に向けて研究テーマ・研究方法・論文作成などについて受講
者自身が自発的に取り組むことを主なねらいとしている。 
【概要】各受講者の興味・関心に基づいて、行いたい研究領域・内容・対象・方法などを焦
点化する。具体的には、春学期に設定したテーマに関する論文や情報を収集し、その読解を
進める。そして、それらを集約し、ゼミ内でプレゼンテーションを行うことにより論文作成
に必要な技術を学修しながら、卒業研究へとつなげていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は DP（ディプロマポリシー）のうち，自律性，問題発見解決力，専門的知識技能
の活用力の学修と関連しています。 
①自分の興味関心から、先行研究を調べ、研究内容を理解し、他者に紹介できるようにな
る。 
②研究論文を能動的かつ批判的に読むことができるようになる。 
③興味関心と先行研究の知見をもとに、新たな研究を考えることができるようになる。 
④研究に必要な情報を得るための方法や研究に必要な知識を身につけることができる。 
⑤これまでに学習した知識や経験をもとに、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、自
己分 

19.教科書・教材 適宜配布します。 
20.参考文献 必要に応じて授業時に紹介します。 

21.成績評価 

個人テーマに関するレポートの提出（経過報告）：20% 
  [学習目標①②③]に対応 
小レポート（10 本レポート）：30% 
 [学習目標①②]に対応 
学期末レポート（研究計画書）：40% 
 [学習目標①②③]に対応 
e-ポートフォリオへのふりかえり：10% 
 [学習目標④に対応] 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
学期末にはじまる就職活動及び卒業研究に向けての計
画の作成 

 

 
文献検索と研究計画の作成の流れ 
卒論の使い方と集め方について学ぶ 

 

 
合同ゼミ：キャリア教育「進路実現のために今明確に
すべきこと」 
 

課題：自身のキャリアに関するレポート 
 



 
複数論文の比較 
複数の論文をレビューするときの観点等について 

課題：複数論文の要約と比較についてのレポ
ート 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的な研究目的、研究方法を発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的な研究目的、研究方法を発表する。  

 
研究計画書の作成 
具体的な研究目的、研究方法を発表する。  

 4 年生卒業論文発表会参加（合同ゼミ） 
先輩の発表を聴き、卒業研究のイメージを掴む。 

課題：卒論発表会の感想レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
Y54 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
3 年生 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 卒業研究に向けた問題発見 
18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各自が関心のある書籍や学術雑誌に記載された資料を読み、まとめて発表する力を身につけ
る 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 
1．文献発表   60% 
2．討議への参加 20% 
5．最終レポート 20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション、講読文献、担当・発表順の決定  
第 2 回 文献講読①  

第 3 回 

第 3 回目はウィ-クリ-アワに差し替えて、キャリア教
育（学科合同）「進路実現のために今明確にすべきこ
と」を実施 
アサインメント：自身のキャリアに関するレポート 
 

 

第 4 回 文献講読③  
第 5 回 文献講読④  
第 6 回 文献講読⑤  

第 7 回 文献講読 

アサイメント「卒業後の就職に向けて、今か
らの大学生活で何をすることが必要か具体的
に考え、800 字程度（A4 用紙 1 枚）にまと
めなさい。」 

第 8 回 文献講読⑥  
第 9 回 文献講読⑦  
第 10 回 文献講読  
第 11 回 文献講読⑧  
第 12 回 文献講読⑨  

第 13 回 文献講読 

アサイメント「卒業後の就職に向けて、今か
らの大学生活で何をすることが必要か具体的
に考え、800 字程度（A4 用紙 1 枚）にまと
めなさい。」 

第 14 回 文献講読⑩  
第 15 回 まとめ 最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN303-
Y55 

2.科目名 専門演習Ⅳ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、卒業研究に向けて研究テーマ・研究方法・論文作成などについて受講者自身が
自発的に取り組むことを主なねらいとしている。各受講者の興味・関心に基づいて、行いた
い研究領域・内容・対象・方法などを焦点化する。具体的には、春学期に設定したテーマに
関する論文や情報を収集し、その読解を進める。そして、それらを集約し、ゼミ内でプレゼ
ンテーションを行うことにより論文作成に必要な技術を学修しながら、卒業研究へとつなげ
ていく。 
卒業研究に向けて、研究テーマの設定，研究方法，論文作成などについて主体的に取り組ん
でいくことをねらいとする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①自分の興味関心から、先行研究を調べ、研究内容を理解し、他者に紹介できるようにな
る。 
②研究論文を能動的かつ批判的に読むことができるようになる。 
②興味関心と先行研究の知見をもとに、卒業論文の研究計画を考えることができるようにな
る。 
②これまでに学習した知識や経験をまとめて、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、
自己分析することができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜配布します。 
20.参考文献 必要に応じて授業時に紹介します。 

21.成績評価 

個人テーマに関する発表・質疑応答：20% 
  [学習目標①②③]に対応 
小レポート（10 本レポート）：30% 
 [学習目標①②]に対応 
学期末レポート（研究計画書）：40% 
 [学習目標①②③]に対応 
e-ポートフォリオへのふりかえり：10% 
 [学習目標④に対応] 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
学期末にはじまる就職活動及び卒業研究に向けての計
画の作成 

 

 
文献検索と研究計画の作成の流れ 
卒論、研究計画書を作成する過程を学ぶ  

 進路の検討「進路実現のために今明確にすべきこと」
（合同ゼミ） 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 



 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 
研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。  

 研究テーマに関する調査 
卒論の研究テーマについて調べ、発表する。 

 

 研究計画書の作成 
具体的な研究目的、研究方法を発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的な研究目的、研究方法を発表する。 

 

 
研究計画書の作成 
具体的亜研究目的、研究方法を発表する。  

 
4 年生卒業論文発表会参加（合同ゼミ） 
先輩の発表を聴き、卒業研究のイメージを掴む。  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN304-
A51 

2.科目名 マネジメント専門演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習ではこれまでの専門科目、展開科目、オフキャンパスプログラム、課外活動等から
得た知見を総動員して、各自の卒業論文の作成に向けて準備を始めることを目的とする。そ
の際、必要に応じて調査や課外活動による学修も取り入れる。 
さらに、履修者の関心に応じて、現代社会・経済に関する議論を紹介し、論文執筆における
問題意識の涵養を図る。その際、ゲストスピーカーによる講義も行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）卒業研究のテーマを選定し、タイトルを決定する。また、卒論の序文、問題意識、先
行研究のリストアップを行う。（自律性） 
（２）テーマの調査分析に関わる議論を進め、実際に調査可能か検討する。（問題発見・解
決力） 
（３）課外活動に参加し、レポートの作成を通じて卒論執筆の問題意識を深める。（専門的
知識・技能の活用力） 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

フィールド調査・統計分析の結果報告書および結果報告 ２０％ （学習目標①、③） 
各種レポート提出・発表 ２０％ （学習目標①、②） 
中間発表： 20％（学習目標①、②） 
最終発表：２０％（学習目標①、②） 
最終レポート：30％（学習目標①、②） 
 

22.コメント 
卒論の執筆は例年多くの学生が苦戦しますが、時間をかけて進めることで多くの問題を回避
することができます。就職活動も始まる時期ですが、基本的にゼミへの出席を優先するよう
にしてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

第１・２回 卒業研究に向けたプロジェクトの進捗確
認 
 

文献調査 
研究プロジェクトの推進 
 

第３回 第３回 卒論執筆に向けた文献調査に関する報告
（１） 

文献調査 
研究プロジェクトの推進 

第４回 第４回  卒論執筆に向けた文献調査に関する報告
（２） 

文献調査 
研究プロジェクトの推進 

第５回 第５回 日本の災害研究の紹介（１） 
文献調査 
研究プロジェクトの推進 

第６回 
第６回 日本の災害研究の紹介（２） 
 

文献調査 
研究プロジェクトの推進 

第７回 第７回 研究テーマとリサーチクエスチョンに関する 文献調査 



議論（１） 研究プロジェクトの推進 

第８回  第８回 研究テーマとリサーチクエスチョンに関す
る議論（２） 

文献調査 
研究プロジェクトの推進 

第９回 第９回 中間報告（１） 
文献調査 
研究プロジェクトの推進 
中間報告の作成 

第１０回 第１０回 中間報告（２） 
文献調査 
研究プロジェクトの推進 
中間報告の作成 

第１１回 第１１回 日本の政策研究の紹介 
文献調査 
研究プロジェクトの推進 
最終レポートの執筆 

第１２回 第１２回 調査に関する検討（１） 
文献調査 
研究プロジェクトの推進 
最終レポートの執筆 

第１３回 第１３回  調査に関する検討（２） 
文献調査 
研究プロジェクトの推進 
最終レポートの執筆 

第１４回 最終報告（１） 

文献調査 
研究プロジェクトの推進 
最終レポートの執筆 
最終報告の準備 

第１５回 最終報告（２） 

文献調査 
研究プロジェクトの推進 
最終レポートの執筆 
最終報告の準備 

   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN304-
A52 

2.科目名 マネジメント専門演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習では，基本的には学生個々人を基本的単位として，卒業論文作成に向けた準備を行
う。その過程の中で、業界・業種に特有の課題を発見し，解決に向けた仮説構築・情報収
集・分析を経て，具体的な提案をプレゼンテーションしてもらう。学期末には、これらの取
り組みを五千字程度のレポートとしてまとめてもらう。ただし、個人を基本単位とするが，
グループワークを否定するものではなく，必要に応じて協同や分担をする自発的な工夫も学
生に求めるものである。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・自ら課題を発見し、その要因や背景について説明できる 
・収集したデータを分析した結果を説明できる 
・発見した課題を分析し、改善計画案を作成できる 
・知識・経験とふりかえりの成果を総合化し、体系的にまとめることができる 

19.教科書・教材 使用しない 

20.参考文献 
『知へのステップ（第 4 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2015 年 ISBN：
9784874246504 C1081 
必要に応じ、適宜提示する 

21.成績評価 

課題 10 X 2  = 20％ 
発表 10 X 2 = 20% 
文献リスト作成 10% 
最終レポート  40％ 
e ポートフォリオ 10% 

22.コメント 

・進路（就職や進学など）についての相談やアドバイスも行います。 
・授業時間外学修 
授業１コマ当たり、2 時間の時間外学修を行う必要があります。 
本講義は週 2 コマのため、1 週間で 4 時間（240 分）の復習、予習を行うことが求められま
す。 
メディアライブラリー等を活用した、充実した時間を持ちましょう。 

23.オフィスアワー センタオフィスアワー ⽕曜 3 限 
研究室オフィスアワー 木曜３限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
・授業の内容や進め方、履修関係の確認 
・春学期の振り返り、秋学期の目標を e ポートフォ
リオに入力 

〇e ポートフォリオへの入力未完成の場合
は、次回までに入力しておく。 
〇次回の授業で使用する教材を予習しておく 

第 2 回 
文献の講読 
・与えられた文献を輪読し、ディスカッションを行
い、書き方を理解する 

○４００字程度に要約する 
○次回の授業で使用する教材を読んでおく。 

第 3 回 
文献の講読 
・与えられた文献を輪読し、ディスカッションを行
い、書き方を理解する  

○４００字程度に要約する 



 
第 4 回 ≪キャリアセンター合同説明会≫ 〇e ポートフォリオへの記事投稿 

第 5 回 
論文の書き方（１） 
・論文の構成を理解する。  

第 6 回 論文の書き方（２） 
・論理的な書き方を学ぶ。 

○論文の書き方を復習する 

第 7 回 レジュメの書き方 
・レジュメを作成する。 

○発表の準備をする 

第 8 回 
発表（１） 
・レジュメを使って発表する。 

 

第 9 回 
研究テーマの検討 
・研究内容の詳細について考える。 ○研究内容を整理する 

第 10 回 
情報収集 
・研究に必要な情報を考える。 ○必要な資料を収集する 

第 11 回 先行研究 
・各自の研究テーマについて、先行研究を調べる 

○先行研究の内容を整理する 

第 12 回 
卒論テーマの検討 
・先行研究、収集した情報に基づいて、卒論のテーマ
を検討する 

○卒論の内容を考える 

第 13 回 論文の組み立て  
・卒論の概要について、考える。 

○発表準備をする 

第 14 回 
発表（２） 
・卒論の概要を発表する。 

○レポートを作成する 

第 15 回 まとめ、これからの卒業研究の進め方について ★レポート提出（WebClass 利用） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN304-
M52 

2.科目名 マネジメント専門演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 無し 

17.授業の目的と概要 

この演習ではそれまでの総合マネジメント演習とは異なり，基本的には学生個々人を基本的
単位として，業界・業種に特有の課題を発見し，その解決に向けた仮説構築・情報収集・分
析を経て，具体的な提案をプレゼンテーションするものである。これまでに学修してきた経
営学の基本的な論点や業界の知識をオーバービューしながら、各自の卒業論文の作成に向け
て準備を始める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各コース科目での学修を取り入れ、関心のある業界の現状と課題を整理し、各業界のグルー
バル化への対応について考えたうえ、研究テーマの候補をいくつか示す。 
 

19.教科書・教材 必要に応じて Web class に掲載するもしくは適宜配布。 
20.参考文献 授業中告知する。 

21.成績評価 

課題（論文要約、レジュメ）： 30％ 
文献リストの作成     ： 10％ 
発表           ： 20％ 
最終レポート       ： 30％ 
ゼミ活動参加       ： 10％ 
 

22.コメント 「プロジェクトマネジメントⅣ」に継続する科目になるので、配布資料及び各自作成したレ
ポートなどを用意してください。 

23.オフィスアワー 
秋学期：  
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

オリエンテーション 
・春学期の振り返り、秋学期の目標をｅポートフォリ
オに入力する。 
・履修状況を確認、個別面談の日程を組む 

○次回の授業で使用する教材を読んでおく。
（120 分） 
 

 

業界のグローバル競争環境分析 
春学期の研究対象業界の現状とその業界のグローバル
競争環境（⇒学期の主題）をグループで議論し、その
内容についてまとめる 

○分担内容について各自で調査しグループで
まとめる（240 分）→第６，７回プレゼン 
 

 
輪読『グローバル勝者への道』 
・日本企業のグローバル化への対応を学習する  
 

○各自の関心企業のグローバル化への対応に
ついて調べる（180 分） 

 キャリアサポートガイダンス（合同）  

 
輪読『日本企業の新しい成⻑の形』 
・事例企業の記事資料を調べる。 

 



・代表的なものを 400 字程度にまとめる。 
 

 
論文の書き方（1） 
・論文の構成を理解する。 
・ＧＷプレゼン（1） 

○論文の書き方を復習する。（180 分） 
 

 
論文の書き方（2） 
・論理的な書き方を学ぶ。 
・ＧＷプレゼン（2） 

○論文の書き方を復習する。（240 分） 

 
情報収集 
・研究に必要な情報を考える。 
・資料リストのファイルを作成する。 

○必要な資料を収集する。（480 分） 
 

 
先行研究 
・各自の研究テーマについて、先行研究を調べる。 

○先行研究の内容を整理する。（480 分） 

 
先行研究の発表（1） 
・代表的な先行研究のレジュメを発表 ○発表用の資料作成と修正（480 分） 

 
先行研究の発表（2） 
・代表的な先行研究のレジュメを発表 ○発表用の資料作成と修正（480 分） 

 

卒論テーマの検討 
・先行研究、各コース科目での学修を取り入れ、関心
のある業界の現状と課題を整理し、研究テーマの候補
を検討する。 

○卒論の内容を考える。（240 分） 

 
論文の組み立て  
・レポートの概要について、考える。 

○発表準備をする。（240 分） 
 

 
発表（２） 
・研究テーマの候補を発表する。 

○レポートを作成する。（480 分） 
 

 
まとめ 
・授業アンケート 
・レポートの提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN304-
M53 

2.科目名 マネジメント専門演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 

総合演習／メディア・
コンテンツ産業におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年生 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
・プロジェクトマネジメント演習で設計した卒業論文の設計図を基に、テーマや調査方法等
を再設計する。 
・設計図にある各要件を具体化し、執筆に向けた準備段階を完了する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的
知識・技能の活用力に関連して、以下の学習目標を設定しています。 
①自分のテーマに固執せず、可能性を深く広く考えられる。 
②マーケティングおよび経営学全般の基礎理論を関連づけながら理解、応用できる。 
③複層的視点で考え、正解のない現実社会の事象から「解決すべき課題」を見つける。 
④①〜③を活かして業論文の組立てを再設計する。 
⑤テキスト、ビジュアル両方を用いて、卒業論文の組立てを他人に説明できる。 

19.教科書・教材 指定しない。 
20.参考文献 文献、論文、統計データ、メディア記事等を配布する。 

21.成績評価 

① 課題 1  卒論の目的とテーマ 10  (学習目標①②） 
② 課題 2  卒論の調査方法           25 (学習目標①②③） 
③ 課題 3  卒論の再設計         35 (学習目標①②③④⑤）    
④ 授業での発言・貢献       30 (学習目標①②③） 

22.コメント 
・プロジェクトマネジメント演習での組立てを俯瞰して検証してみましょう。 
・テーマとツールの組み合わせを見直してみることも大切です。 

23.オフィスアワー 
研究室：木曜日昼休み 
メディアライブラリー：⽕曜日昼休み 
授業の前後の時間も可能な限り対応しますので活用してください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション： 
・授業の目的と構成、課題、発言／貢献、評価 
卒業論文の設計図 
・現設計図の課題と方向性 

・プロジェクトマネジメント演習で作成した
設計図を持参すること。 
・課題１ 配布 
 

第２回 課題１「卒業論文の目的とテーマ」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題１ 提出 

第 3 回 課題１「卒業論文の目的とテーマ」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題１ 提出 

第 4 回 
卒業論文の目的とテーマ 
・課題の抽出と方向性 

課題２ 配布 

第 5 回 
課題 2「卒業論文の調査方法」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 課題２ 提出 

第 6 回 課題 2「卒業論文の調査方法」 課題２ 提出 



・プレゼンテーションと質疑、講評 

第 7 回 課題 2「卒業論文の調査方法」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題２ 提出 

第 8 回 
課題 2「卒業論文の調査方法」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題２ 提出 

第 9 回 
卒業論文の調査方法 
・調査方法の整理と予備調査 課題３ 配布 

第 10 回 
課題 3「卒業論文の再設計」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 課題 3 提出 

第 11 回 課題 3「卒業論文の再設計」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題 3 提出 

第 12 回 
課題 3「卒業論文の再設計」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題 3 提出 

第 13 回 
課題 3「卒業論文の再設計」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題 3 提出 

第 14 回 
課題 3「卒業論文の再設計」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 課題 3 提出 

第 15 回 
卒業論文の設計 
・全体講評 
・個別講評 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日 4 限 
研究室オフィスアワー：⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 



 （本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 



〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 【第 27 回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



【第 28 回】 
 

・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。論文作成に必
要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞り込みむ。さらに、これまでの専門演習に
おいて培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定を行い、自ら研究計画を立て、先行研究
や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それらに基づいて説得力のある結論や提案を
導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 水・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 



○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 



確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 



〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日 3 時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
  「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目
的とする。 
【概要】 
     卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ
問題を絞り込 む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースに、
テーマ設定を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを
行い、それらに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、 
（1）自律的で主体的な態度（自律性）、 
（4）問題発見・解決力、 
（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
  ①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
  ②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
  ③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
  ④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
  ⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 月曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 【第１回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



4/13 
【第２回】
4/20 
 

・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】
4/27 
【第４回】
5/11 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】
5/18 
【第 6 回】
5/25 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】
6/1 
【第 8 回】
6/8 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】  
6/15 
【第 10 回】
6/22 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】
6/29 
【第 12 回】
7/6 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】
7/13 
【第 14 回】
7/20 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240



 ・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

分） 
 

【第 15 回】
7/27 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】
9/28 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】
10/5 
【第 18 回】
10/12 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】
10/19 
【第 20 回】
10/26 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】
11/2 
【第 22 回】
11/9 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】
11/16 
【第 24 回】
11/30 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】
12/7 
【第 26 回】
12/14 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 



【第 27 回】
12/21 
【第 28 回】
1/11 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】
1/18 
【第 30 回】
1/25 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A07 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A08 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律性）、
（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A09 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。論文作成に必
要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞り込みむ。さらに、これまでの専門演習に
おいて培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定を行い、自ら研究計画を立て、先行研究
や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それらに基づいて説得力のある結論や提案を
導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 



○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 



確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 



〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A10 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。 
【概要】 
卒業論文作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞
り込みむ。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の (1)自律性、(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技能の活用
力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 

ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 
社会福祉士国家試験受験者については、別途、春学期終了時に論文完成を目標にスケジュー
ルで進行し、主体的に取り組む必要があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 【第１回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



【第２回】 
 

・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240



・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 



【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A11 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。 
【概要】 
卒業論文作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞
り込みむ。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を立て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の (1)自律性、(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技能の活用
力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を立て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論立てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 

ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 
社会福祉士国家試験受験者については、別途、春学期終了時に論文完成を目標にスケジュー
ルで進行し、主体的に取り組む必要があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 【第１回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



【第２回】 
 

・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240



・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 



【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A12 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 

総合演習科目／情報分
野における実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ４年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■目的 
 ４年間の学習の総仕上げとして卒業研究を実施し、その成果物として卒業論文の執筆をお
こなう。 
■概要 
以下の要領で各自で進め、ゼミで発表する。卒業研究は学生が自分でおこなうものなので、
教員は支援に徹する。 
(1)研究テーマを決める。経営学に関するものであれば特に限定はしない。 
(2)研究計画を立案し、スケジュールを立てる。 
(3)先行研究レビューを実施する。 
(4)データを収集、分析し、結果に対する考察をする。  
(5)論文執筆と発表をおこなう。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
(1)経営学に関連する研究テーマを決め、実行計画を立て、実施できる。 
(2)研究活動の標準的な形式に則って研究ができる。 
(3)研究論文の標準的な形式に則って論文執筆ができる。 
(4)研究成果をわかりやすく説明できる。 
 

19.教科書・教材 指定しない。 
20.参考文献 必要に応じて提示します。 

21.成績評価 

e-ポートフォリオ 10% 
研究計画書、報告会、発表等 40% 
卒業論文     50% 
 

22.コメント 

・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 
・必要に応じて授業外で指導する場合があります。 
 

23.オフィスアワー 
春学期 
研究室オフィスアワー：木曜昼休み 
センターオフィスアワー：木曜１限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【春学期】 
下記の予定は仮決めです。このクラスは４年次から受
け持つため、３年次の卒業研究の状況を授業の最初で

 



確認し、授業計画を見直します。 
第１回 
 

ガイダンス ・ノートＰＣ持参のこと。 

第２回−第
３回 経過報告 

・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第４回−第
５回 

研究計画書作成・発表 
・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第６回−第
７回 

研究計画書修正・発表 
・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第８回−第
１１回 

経過報告 
・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１２回 
−第１３回 

中間発表準備 
・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１４回 
−第１５回 中間発表 別途指示する。 

【秋学期】   

第１６回 
−第１７回 進捗報告 

・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１８回 
−第１９回 論文概要検討・目次発表 

・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２０回 
−第２１回 

論文執筆開始・経過報告 
・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２２回 
−第２７回 

論文執筆・経過報告 
・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２８回 
−第２９回 

最終報告会準備 
・発表があたっている学生は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第３０回 最終報告会 別途指示する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A13 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
４年間にわたる大学での学習成果として、各自が関心のあるテーマで卒業論文を完成させる
（通年）。前半は、論文作成の基礎となる文献研究と資料収集を中心となるが、授業では発
表・討論を通じて他の学生のテーマについても理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①適切なテーマを設定し、テーマに関する文献・資料を収集できる。 
②テーマに関する研究計画書を作成することができる。 
③論文作成過程で、ゼミ内での討論や報告ができる。 
④学びの集大成として、卒業論文を完成させる。 

19.教科書・教材 使用しない 
20.参考文献 適宜指示 

21.成績評価 

文献研究・資料収集など課題への取り組み： ２０％ 【目標①に対応】 
研究計画書： ２０％ 【目標②に対応】 
中間報告会・最終報告会： １０％ 【目標③に対応】 
卒業論文 ： ５０％ 【目標④に対応】 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業開始後伝える。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

2022 年度春
学期 
第 1 回・第
2 回 

ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
 研究計画（１） 
・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 

○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
◆パソコン◆ 
○テーマを見直す。（180 分） 

第 3 回・第
4 回 

研究計画（２） 
・論文の目的、概要を整理する。 
 研究計画（３） 
・資料、参考文献リストを作成する。 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。
（180 分） 
○資料、参考文献リストを完成させる。
（180 分） 

第 5 回・第
6 回 

 中間発表（１） 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 
 中間発表（２） 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 7 回・第
8 回 

 論文構成の検討 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
 研究計画書の作成 
・資料、参考文献を再検討する。 

○研究を進める。（180 分） 
★研究計画書を提出する。研究計画書提出期
限（   月    日（    ）） 
○研究を進める。（180 分） 

第 9 回・第 個別研究報告（１） ○研究を進める。（180 分） 



10 回 個別研究報告（２） ○研究を進める。（180 分） 
第 11 回・第
12 回 

個別研究報告（３） 
個別研究報告（４） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 13 回・第
14 回 

報告会準備 
中間報告会（１） 
・合同で中間報告会を実施する。 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 15 回 
2022 年度秋
学期 
第 16 回 

中間報告会（２） 
・合同で中間報告会を実施する。 
・春学期の振り返り 
ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、秋学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・今後のスケジュール、卒論執筆要領を確認する。 

★（テーマ変更の場合）研究計画書変更届提
出(提出期限 月 日（ ）) 
○冬期休暇中に、5,000 字以上を執筆する。
（1440 分） 
【春学期】 
◆パソコン◆ 
★論文提出（5000 字以上） 
○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 17 回・第
18 回 

中間研究報告（１） 
中間研究報告（２） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 19 回・第
20 回 

中間研究報告（３） 
中間研究報告（４） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 21 回・第
22 回 

個別研究報告（５） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（６） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 23 回・第
24 回 

個別研究報告（７） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（８） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（600 分） 
○研究を進める。（600 分） 

第 25 回・第
26 回 

論文要旨 
・論文の要旨をまとめる。 
原稿修正 

○研究を進める。（600 分） 
★原稿提出 
○原稿を修正する。（300 分） 

第 27 回・第
28 回 

卒論提出 
報告会準備 

○原稿を修正する。（300 分） 
★卒論提出期間内に提出する 
○卒論報告会資料を作成する。（240 分） 

第 29 回・第
30 回 

ゼミ内卒論報告会 
最終報告会 ○卒論報告会資料を修正する。（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A14 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年生以上 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
4 年間の大学での学修成果を、各自の問題意識に応じたテーマで論文の形にまとめ上げるこ
とを目的とする。 
【概要】 
必要に応じて、研究や論文作成のための指導を行うが、この科目は他の科目以上に各自の自
発性が期待される科目である。個人指導を中心としたクラス運営を行う。 
  
●春学期 
 1．卒業論文のテーマを決定し、研究計画を立案する。 
 2．卒業後の進路が明確化しており、そのための具体的な行動を行っている。 
●秋学期 
 3．卒業論文を完成させる。 
 4．進路が決定している。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
●春学期     
 1．卒業論文のテーマを決定し、研究計画を立案する。    
 2．卒業後の進路が明確化しており、そのための具体的な行動を行っている。 
    
●秋学期    
 3．卒業論文を完成させる。     
 4．進路が決定している。 

19.教科書・教材 
特に指定しない。卒論のテーマに応じて、学生ごとに文献を紹介する。  
また、必要に応じて教材を配布する予定である。 

20.参考文献  

21.成績評価 

研究計画書      20% （学習目標①）    
中間・最終報告会   20%（学習目標①）     
卒業論文       50% （学習目標③） 
e-ポートフォリオ   10% （学習目標②） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春学期 
第 1/2 回 

第 1 回    
●授業ガイダンス、e-ポートフォリオ、卒論スケジュ
ール確認  
 ・シラバスに基づいた授業のガイダンス 
 ・前学期の振り返り、春学期の目標設定を e-ポー

第 1 回 
○e-ポートフォリオの入力を行う 
○研究計画書の下書きの準備 
   
第 2 回 



トフォリオに入力する。 ・授業の進め方と卒論提出
までのスケジュールを確認する。  
   
第 2 回    
●研究計画の立案①     
 ・卒業論文執筆要領の説明 
 ・テーマ、先行研究と目的、参考文献などを確認す
る。 

○研究計画書の準備 
  
★毎回 PC 持参 

第 3/4 回 

第 3 回     
●研究計画の立案②     
 ・研究方法、論文構成を作成する。   
     
第 4 回    
●研究計画の立案③    
 ・研究計画書の作成   
  
 ・研究計画書の発表の準備 

第 3 回 
○研究計画書の準備 
  
第 4 回 
○研究計画書の作成・仕上げ   
★毎回 PC 持参 

第 5/6 回 

第 5 回    
●研究計画の報告①    
 ・研究計画について、クラス内で報告する。  
 ・フィードバックを受け、さらに計画を練る 
      
第 6 回     
●研究計画の報告②    
 ・修正した研究計画を再度報告する。 
（研究計画書の提出の準備を行う。） 

第 5 回  
○フィードバックを受け、計画を練る 
   
第 6 回 
○研究計画書の完成させる  
★毎回 PC 持参 

第 7/8 回 

第 7 回    
●研究計画書の完成    
 ・研究計画書の様式を完成させる。  
      
第 8 回    
●個別研究報告①    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 7 回 
○研究計画書の作成・仕上げ 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 8 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 9/10 回 

第 9 回    
●個別研究報告②    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 10 回    
●個別研究報告③    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 9 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 10 回  
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 11/12 回 

第 11 回     
●個別研究報告④    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 12 回     
●個別研究報告⑤    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 11 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 12 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 



第 13/14 回 

第 13 回     
●個別研究報告⑥    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 14 回    
●個別研究報告⑦    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 13 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 14 回  
○フィードバックを受け、修正作業を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 15 回 
秋学期 
第 16 回 

第 15 回   
●春学期のまとめと授業アンケート 
 ・卒論執筆の進捗状況の確認。  
     
     
      
秋学期     
第 16 回    
●卒論執筆の進捗状況の確認と秋学期のスケジュール
確認。  
●前学期の振り返り、秋学期の目標設定を e-ポート
フォリオに入力する。 

第 15 回 
○夏季休業中の卒論執筆の推進。 
   
秋学期 
第 16 回 
○卒論執筆の推進 
  
★PC 持参 

第 17/18 回 

第 17 回    
●個別研究報告⑧    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 18 回    
●個別研究報告⑨    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 17 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 18 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 19/20 回 

第 19 回    
●個別研究報告⑩    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
     
第 20 回    
●個別研究報告⑪    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 19 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 20 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
★毎回 PC 持参 

第 21/22 回 

第 21 回    
●個別研究報告⑫    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
     
第 22 回    
●個別研究報告⑬    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 21 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
第 22 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 23/24 回 

第 23 回     
●個別研究報告⑭    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
      
第 24 回    
●個別研究報告⑮    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

第 23 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 24 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 25/26 回 第 25 回    第 25 回   



●個別研究報告⑯    
 ・担当学生による研究報告を行う。  
     
第 26 回    
●個別研究報告⑰    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

○次回担当者は報告の準備を行う 
第 26 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 27/28 回 

第 27 回     
●卒論提出の準備①     
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 
      
第 28 回    
●卒論提出の準備①    
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 

第 27 回 
○卒論提出の準備 
第 28 回  
○卒論提出の準備 
★PC 持参 

第 29/30 回 

第 29 回    
●卒論報告会の準備    
 ・卒論報告会に向けて、クラス内での報告会を行
う。      
第 30 回     
●秋学期のまとめと授業アンケート 
●卒業に向けた振り返り 

第 29 回 
○報告会に向けた準備 
★PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A15 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤勝洋 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 マネジメント専門演習を履修 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

各自のコース関連領域をテーマとした卒業研究を行う。ゼミ生同士の連携やコメント、議論
を図りながら、4 年間の集大成である卒業論文作成を行う。そのため、論文テーマ検証から
最終提出まで、計画的な卒論製作指導を行う必要がある。テーマは特に限定はしないがサー
ビスマーケティングの視点を活かしながら作成することになる。そのため、より一層の専門
的知識を学生は自ら積極的に得るようにして欲しい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
組織経営の仕組みを理解できる 
≪レベル３≫組織経営の具体的なケースについて問題点を指摘し、改善策を提案できる。 
学習目標に従ってテーマを設定し、卒業論文としてまとめる。 
①卒業研究のテーマを設定し、研究計画に基づいた推進ができる。             
②資料や情報の収集力ならびに分析力の向上 
③4 年間学んだ専門知識を駆使してテーマに対する結論を導き出す 
③卒業論文を期日通りに仕上げる 
【ベンチマーク】この科目で重視するＫＵＩＳ学習ベンチマーク 
卒業論文の制作を通じて自律性を養う（自分自 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 特になし 

21.成績評価 

e ポートフォリオ：10％ 
中間発表：15％ 
計画書：10％ 
最終報告：15％ 
卒業論文評価：50％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水曜日お昼休み（尼崎キャンパス） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回
（04/13） 

・履修確認 
・卒業研究の進め方ガイダンス 
・e-ポートフォリオ入力 

ＰＣ持参 

第 02 回
（04/20） 

・卒業論文執筆要領説明 
・書き方、まとめ方 過去の論文紹介 
・スケジュール説明 

ＰＣ持参 

第 03 回
（04/27） ・論文テーマの検討と研究計画書の作成指導 ＰＣ持参 

第 04 回
（05/11） 

・論文テーマの検討と研究計画書の作成指導 ＰＣ持参 

第 05 回
（05/18） 

・論文テーマの検討と研究計画書の作成指導 ＰＣ持参 



第 06 回
（05/25） 

・卒業論文研究計画書の発表 
○研究計画書提出（WebClass） 
ＰＣ持参 

第 07 回
（06/01） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 08 回
（06/08） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 09 回
（06/15） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 10 回
（06/22） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 11 回
（06/29） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 12 回
（07/06） 

・中間報告会準備 
 プロットに沿って、研究概要を PowerPoint にまと
める。 

ＰＣ持参 

第 13 回
（07/13） 

・中間報告会準備 
 プロットに沿って、研究概要を PowerPoint にまと
める。 

ＰＣ持参 

第 14 回
（07/20） 

・中間報告会準備 
 プロットに沿って、研究概要を PowerPoint にまと
める。 

ＰＣ持参 

第 15 回
（07/27） 

中間報告会 

○卒業論文研究計画書と中間報告プレゼンを
WebClass にアップロードする。 
○卒業論文研究計画書と中間報告プレゼンを
WebClass を e-ポートフォリオに投稿し、
今後の研究計画を記載する。 
PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A57 

2.科目名 卒業研究 (秋春) 3.単位数 4 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜
2023 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
４年間にわたる大学での学習成果として、各自が関心のあるテーマで卒業論文を完成させる
（通年）。前半は、論文作成の基礎となる文献研究と資料収集を中心となるが、授業では発
表・討論を通じて他の学生のテーマについても理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①適切なテーマを設定し、テーマに関する文献・資料を収集できる。 
②テーマに関する研究計画書を作成することができる。 
③論文作成過程で、ゼミ内での討論や報告ができる。 
④学びの集大成として、卒業論文を完成させる。 

19.教科書・教材 使用しない 
20.参考文献 適宜指示 

21.成績評価 

文献研究・資料収集など課題への取り組み： ２０％ 【目標①に対応】 
研究計画書： ２０％ 【目標②に対応】 
中間報告会・最終報告会： １０％ 【目標③に対応】 
卒業論文 ： ５０％ 【目標④に対応】 

22.コメント  

23.オフィスアワー センタオフィスアワー ⽕曜昼休み 
研究室オフィスアワー 金曜４限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

2022 年度秋
学期 
第 1 回・第
2 回 

ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
 研究計画（１） 
・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 

○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
◆パソコン◆ 
○テーマを見直す。（180 分） 

第 3 回・第
4 回 

研究計画（２） 
・論文の目的、概要を整理する。 
 研究計画（３） 
・資料、参考文献リストを作成する。 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。
（180 分） 
○資料、参考文献リストを完成させる。
（180 分） 

第 5 回・第
6 回 

 中間発表（１） 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 
 中間発表（２） 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 7 回・第
8 回 

 論文構成の検討 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
 研究計画書の作成 
・資料、参考文献を再検討する。 

○研究を進める。（180 分） 
★研究計画書を提出する。研究計画書提出期
限（   月    日（    ）） 
○研究を進める。（180 分） 



第 9 回・第
10 回 

個別研究報告（１） 
個別研究報告（２） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 11 回・第
12 回 

個別研究報告（３） 
個別研究報告（４） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 13 回・第
14 回 

報告会準備 
中間報告会（１） 
・合同で中間報告会を実施する。 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 15 回 
2023 年度春
学期 
第 16 回 

中間報告会（２） 
・合同で中間報告会を実施する。 
・春学期の振り返り 
ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、秋学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・今後のスケジュール、卒論執筆要領を確認する。 

★（テーマ変更の場合）研究計画書変更届提
出(提出期限 月 日（ ）) 
○冬期休暇中に、5,000 字以上を執筆する。
（1440 分） 
【春学期】 
◆パソコン◆ 
★論文提出（5000 字以上） 
○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 17 回・第
18 回 

中間研究報告（１） 
中間研究報告（２） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 19 回・第
20 回 

中間研究報告（３） 
中間研究報告（４） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 21 回・第
22 回 

個別研究報告（５） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（６） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 23 回・第
24 回 

個別研究報告（７） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（８） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（600 分） 
○研究を進める。（600 分） 

第 25 回・第
26 回 

論文要旨 
・論文の要旨をまとめる。 
原稿修正 

○研究を進める。（600 分） 
★原稿提出 
○原稿を修正する。（300 分） 

第 27 回・第
28 回 

卒論提出 
報告会準備 

○原稿を修正する。（300 分） 
★卒論提出期間内に提出する 
○卒論報告会資料を作成する。（240 分） 

第 29 回・第
30 回 

ゼミ内卒論報告会 
最終報告会 

○卒論報告会資料を修正する。（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 田中綾子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
4 年間の大学での学修成果を、各自の問題意識に応じたテーマで論文の形にまとめ上げるこ
とを目的とする。必要に応じて、研究や論文作成のための指導を行うが、この科目は他の科
目以上に各自の自発性が期待される科目である。個人指導を中心としたクラス運営を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●春学期     
 1．卒業論文のテーマについて仮説を立ててデータを収集し、ゼミメンバーで議論する。
    
 2．「南海トラフ地震対策」「コロナ格差」または「難⺠支援」をテーマに時事に関するデ
ィベートを行う。     
●秋学期    
 3．卒業論文を完成させる。     
 4．春学期の視察時に発見した課題に対し、提案書を作成する。 
【特に次の DP との関連が強い】 
（4）問題発見・解決力 
  組織や集団において情報の収集・分析を行い、問題を発見したり、解決へのアイデアを
提案したりできる。 
（6）専門的知識 

19.教科書・教材 
特に指定しない。卒論のテーマに応じて、学生ごとに文献を紹介する。  
また、必要に応じて教材を配布する予定である。 

20.参考文献  

21.成績評価 

議論への貢献度    20%  
視察報告書の内容   10％    
中間・最終報告会     20%     
卒業論文       40%     
課題解決提案内容   10% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春学期 
第 1/2 回 

第 1 回    
●授業ガイダンス、卒論スケジュール確認  
 ・シラバスに基づいた授業のガイダンス 
 ・授業の進め方と卒論提出までのスケジュールを確
認する。     
第 2 回    
●研究計画の立案     
 ・卒業論文執筆要領の説明 
 ・テーマ、先行研究と目的、参考文献などを確認す
る。 

★毎回 PC 持参 



第 3/4 回 

第 3 回     
●研究①     
 ・研究方法、論文構成を作成する。   
     
第 4 回    
●研究②    
 ・仮説あるいは社会課題を 800 字でまとめる。 

 

第 5/6 回 

第 5 回    
●研究③    
 ・仮説、課題について、ゼミで議論する。  
 ・立証、提案に必要なデータをリストアップする。
     
  
第 6 回     
●研究④    
 ・立証、提案に必要なデータについて、ゼミで議論
する。 
●視察計画 
 ・現場視察計画案を作成し、各自仮テーマを設定す
る。 

卒業論文の目次案を作成する 

第 7/8 回 

第 7 回    
●研究⑤    
 ・研究計画を各自 5 分で発表する。  
      
第 8 回    
●視察計画②    
 ・視察スケジュールを確定する。 

ゼミメンバーの研究計画に良い点と改善点を
１つ以上コメントする。（web クラス） 

第 9/10 回 
第 9 回・第 10 回    
●現場視察①    
 ・視察計画書に基づき、視察を行う。 

報告書用の写真を２点以上撮影する（要現場
許可） 

第 11/12 回 
第 11 回・第 12 回   
●現場視察② 
 ・視察計画書に基づき、視察を行う。 

視察報告書を作成する 

第 13/14 回 
第 13 回・第 14 回    
●個別研究指導 

個別に卒論を書き進め、章ごとに web クラ
スにアップする。 

第 15 回 
秋学期 
第 16 回 

第 15 回   
●春学期のまとめと授業アンケート 
 ・卒論執筆の進捗状況の確認。  
     
     
     
  
秋学期     
第 16 回    
●卒論執筆の進捗状況の確認と秋学期のスケジュール
確認。  
●前学期の振り返り、秋学期の目標設定を e-ポート
フォリオに入力する。 

○夏季休業中を含め、卒論執筆の推進。 



第 17/18 回 
第 17 回・第 18 回   
●個別研究報告    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

担当者は報告の準備を行う 
 

第 19/20 回 
第 19 回・第 20 回    
●個別研究報告    
 ・担当学生による研究報告を行う。 

担当者は報告の準備を行う 

第 21/22 回 
第 21 回・第 22 回    
●視察を踏まえだ課題への提案と議論 

視察報告書を仕上げてくる。 
他者の報告にコメントする。（web クラス） 

第 23/24 回 

第 23 回・ 第 24 回    
●3-4 年合同ゼミ 
3 年生の卒論について、意見交換を行う。 
実施日程は調整します。 

 

第 25/26 回 第 25 回・第 26 回   
●個別研究指導 

第 25 回   
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 26 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 27/28 回 
第 27 回・ 第 28 回   
●卒論提出の準備     
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 

卒論提出の準備 

第 29/30 回 

第 29 回    
●卒論報告会の準備    
 ・卒論報告会に向けて、ゼミ報告会を行う。 
     
第 30 回     
●秋学期のまとめと授業アンケート 
●卒業に向けた振り返り 

報告会に向けた準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M02 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】４年間にわたる大学での学習成果として、各自が関心のあるテーマで卒業論文を完
成させる（通年）ことが目的である。 
【概要】春学期は、論文作成の基礎となる文献研究と資料収集を中心となるが、授業では発
表・討論を通じて他の学生のテーマについても理解する。秋学期は論文作成が中心であり、
最終的に研究成果を発表する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇適切なテーマを設定し、テーマに関する文献・資料を収集できる。 
〇論文作成過程で、ゼミ内での討論や報告ができる。 
〇学びの集大成として、卒業論文を完成させることができる。 

19.教科書・教材 指定しない 
20.参考文献 指定しない 

21.成績評価 

e-ポートフォリオの作成状況 ：  １０％ 
課題 ： ２０％ 
研究計画書（5 月 30 日提出期限）：１０％ 
中間報告会・最終報告会（日程別途指示）：１０％ 
卒業論文（提出期限別途指示） ： ５０％ 
※研究計画書の提出、中間報告会、報告会での報告が、単位認定の前提となります。 

22.コメント 
① 授業時間外の学習・指導も必要になる。 
② 自主的な学習・研究を求める。 

23.オフィスアワー 

（春学期）研究室オフィスアワー：⽕曜日 3 限 
     学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 3 限 
（秋学期）研究室オフィスアワー：月曜日 2 限 
     学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回・第
2 回 
（4/13・
4/20） 

ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
 研究計画（１） 
・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 

○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
◆パソコン◆ 
○テーマを見直す。（180 分） 

第 3 回・第
4 回 
（4/27・
5/11） 

研究計画（２） 
・論文の目的、概要を整理する。 
 研究計画（３） 
・資料、参考文献リストを作成する。 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。
（180 分） 
○資料、参考文献リストを完成させる。
（180 分） 

第 5 回・第
6 回 

 中間発表（１） 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 



（5/18・
5/25） 

 中間発表（２） 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

第 7 回・第
8 回 
（6/1・
6/8） 

 論文構成の検討 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
 研究計画書の作成 
・資料、参考文献を再検討する。 

○研究を進める。（180 分） 
★研究計画書を提出する。研究計画書提出期
限（5 月 30 日（土）） 
○研究を進める。（180 分） 

第 9 回・第
10 回 
（6/15・
6/22） 

個別研究報告（１） 
個別研究報告（２） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 11 回・第
12 回 
（6/29・
7/6） 

個別研究報告（３） 
個別研究報告（４） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 13 回・第
14 回 
（7/13・
7/20） 

報告会準備 
中間報告会（１） 
・合同で中間報告会を実施する。 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 15 回・第
16 回 
（7/27・
9/27） 

中間報告会（２） 
・合同で中間報告会を実施する。 
・春学期の振り返り 
ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、秋学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・今後のスケジュール、卒論執筆要領を確認する。 
 

★（テーマ変更の場合）研究計画書変更届提
出(提出期限 7 月 31 日（金）) 
○冬期休暇中に、5,000 字以上を執筆する。
（1440 分） 
【春学期】 
◆パソコン◆ 
★論文提出（5000 字以上） 
○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 17 回・第
18 回 
（10/4・
10/11） 

中間研究報告（１） 
中間研究報告（２） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 19 回・第
20 回 
（10/18・
10/25） 

中間研究報告（３） 
中間研究報告（４） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 21 回・第
22 回 
（11/1・
11/8） 

個別研究報告（５） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（６） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 23 回・第
24 回 
（11/15・
11/22） 

個別研究報告（７） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（８） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（600 分） 
○研究を進める。（600 分） 

第 25 回・第
26 回 
（11/29・

論文要旨 
・論文の要旨をまとめる。 
原稿修正 

○研究を進める。（600 分） 
★原稿提出 
○原稿を修正する。（300 分） 



12/6） 
第 27 回・第
28 回 
（12/13・
12/20） 

卒論提出 
報告会準備 

○原稿を修正する。（300 分） 
★卒論提出期間内に提出する 
○卒論報告会資料を作成する。（240 分） 

第 29 回・第
30 回 
（1/10・
1/17） 

ゼミ内卒論報告会 
最終報告会 

○卒論報告会資料を修正する。（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
 知識の統合と卒業論文の作成 
【授業概要】 
 これまでの専門科目やゼミでの学修、インターンシップなどオフキャンパスの実践学修に
基づき、各自の興味・関心を持つテーマに関し、骨子となるべき文献・著作についての更な
る考察と分析を行い、必要に応じてフィールド調査やアンケート調査などを実施し、さまざ
まの学習の集大成として卒論の作成を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力、（6）専門的知
識・技能の活用力、の学修に関連している。 
具体的には、様々な知識の統合を図り、業界や企業あるいは地域社会の組織経営の具体的ケ
ースについて状況分析し、問題点を指摘し、改善策を提案できる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・e-ポートフォリオ 10% 
・研究計画書 20％ 
・中間発表 10％ 
・期末発表 10％ 
・卒業論文 50% 
  
 

22.コメント 
通算授業回数 30 回です。 
春学期は 1 回目から 15 回目の内容で進みます。 

23.オフィスアワー 

春学期： 
水曜日昼休み センターオフィスアワー 
水曜日３限 研究室オフィスアワー 
秋学期：  
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論スケジュール 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
 

 
○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
○テーマを見直す。（180 分） 
 

2 研究計画（１） ○テーマを見直す。（180 分） 



・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 
 

 

3 
論文の書式 
・論文の書式について学ぶ。 
 

○研究を進める。（180 分） 

4 

研究計画（2） 
・論文の目的、概要を整理する。 
・資料、参考文献リストを作成する。 
 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。
（180 分） 
○資料、参考文献リストを完成させる。
（180 分） 
 

5 
中間発表（１） 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

6 
中間発表（２） 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

7 
論文構成の検討（１） 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

8 
論文構成の検討（２） 
・資料、参考文献を再検討する。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

9 
研究計画書の作成（１） 
・研究計画書を修正する。 
 

○研究を進める。（180 分） 

10 
個別指導 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

11 個別指導 ○研究を進める。（180 分） 
 

12 個別指導 ○研究を進める。（180 分） 
 

13 
中間報告会準備 
 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
 

14 
中間報告会準備 
 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
 

15 
中間発表（３） 
・現状、研究スケジュールを報告する。 
 

○研究を進める。（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

大学での学修活動の集大成となる卒業論文作成の指導を行います。演習は以下の方式で行わ
れます。 
・受講生は各自が選択したテーマに則り、資料を収集・読解あるいは実地調査を行い、研究
ノートとしてまとめていきます。 
・作成したノートをもとに内容をまとめ、演習で発表する。 
・発表について教員は講評、アドバイスを行い、見直すべき点や取り組むべき課題を発見す
る。 
以上のサイクルを繰り返すことで、卒業論文を完成させます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
組織経営の仕組みを理解できる 
≪レベル３≫組織経営の具体的なケースについて問題点を指摘し、改善策を提案できる。 
学習目標に従ってテーマを設定し、卒業論文としてまとめる。 
①卒業研究のテーマを設定し、研究計画に基づいた推進ができる。            
②資料や情報の収集力ならびに分析力の向上 
③4 年間学んだ専門知識を駆使してテーマに対する結論を導き出す 
③卒業論文を期日通りに仕上げる 
【ベンチマーク】この科目で重視するＫＵＩＳ学習ベンチマーク 
卒業論文の制作を通じて自律性を養う（自分自身 

19.教科書・教材 教員が指定することもあるが、基本的に受講生が選択した文献。 
20.参考文献  
21.成績評価 卒業論文 50% 研究ノート 30% 研究発表 20% 
22.コメント 卒業研究のスケジュールを意識し、主体的な学習態度で取り組んでほしい。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1,2 回 卒業研究についての再確認、研究計画指導  
第 3,4 回 研究計画指導 作成した研究計画書・研究ノート 
第 5,6 回 研究計画指導 作成した研究計画書・研究ノート 
第 7,8 回 研究計画指導 作成した研究計画書・研究ノート 

第 9,10 回 研究内容報告・指導 
ここまで取り組んだ研究成果を解説したレジ
ュメ 

第 11,12 回 研究内容報告・指導 ここまで取り組んだ研究成果を解説したレジ
ュメ 

第 13,14 回 中間報告プレゼン・指導 
これまで取り組んで明らかになった事項、取
り組むべき課題についてまとめたパワーポイ
ント資料 

第 15,16 回 中間報告プレゼン・指導、研究の進捗状況確認、スケ
ジュールの再確認 

これまで取り組んで明らかになった事項、取
り組むべき課題についてまとめたパワーポイ



ント資料 
第 17,18 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 
第 19,20 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 

第 21,22 回 中間報告プレゼン・指導 
ここまで取り組んだ研究成果を解説したレジ
ュメ 

第 23,24 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 
第 13 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 

第 27,28 回 論文指導執筆、研究指導 
研究成果を解説したレジュメおよびパワーポ
イント資料 

第 29,30 回 研究成果プレゼン・指導、卒業論文最終チェック 研究成果を解説したレジュメおよびパワーポ
イント資料 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 卒業論文の作成を通して、自律的・計画的に学ぶ態度と研究スキルを身につける
ことを 
    目指します。 
【概要】? 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
     ? 研究するにふさわしいテーマや研究方法を設定する。 
     ? 完成までの研究計画を立て、スケジュールに従って研究を進める。 
     ? 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論立てに活用する。 
     ? 卒業論文を完成させ、それに基づき発表を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(4)問題発見・解決力、の学修に関連
しています 
本科目の学習目標は次のとおりです 
○ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を立てることができる 
○ 計画に沿って自律的に研究を進めることができる 
○ 学術論文を作成するための基本的な作法を会得する 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適時配付します 

21.成績評価 

○ 卒業研究への取組               50％ 
   ・卒業題目届（6 月末に間に合わせる）              10％  
   ・研究計画書（7 月 6 日に間に合わせる）            20％ 
   ・成果発表（12・1 月）             20％   
? 卒業論文              50％ 
   ・卒業論文                                          40％ 
   ・要旨 

22.コメント 
?  卒業論文のゼミ内提出締切は 2020 年 12 月 1 日（第 25 回）とします。計画的に研究を
進めましょう。 
?  毎回、ノートパソコン・各自の卒論資料を持参してください。 

23.オフィスアワー 
春学期 センターオフィスアワー ⽕ 4 研究室オフィスアワー 月 4 
秋学期 センターオフィスアワー 月 4 研究室オフィスアワー 月 3 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回   
4/13 
第２回   
4/20 

○ 春学期オリエンテーション（本授業の進め方、評
価方法等に 
       ついて） 
○ 卒業研究ガイダンス（第 2 回：ゼミ毎に実施） 
 

持参するもの（毎回） 
○ノートＰＣ 
○各自の卒論資料、 
 

第３回    
4/27 

○ 研究テーマの確定と発表① 
○ 研究テーマの確定と発表② 

 



第４回    
5/11 
第５回     
5/18 
第６回     
5/25 

? 仮アウトラインの作成①②  

第７回     
6/1 
第８回     
6/8 

○ 関連文献の調査と収集①②  

第   ９回     
6/15 
第１０回    
6/22 

○ 文献の読解と整理①②  

第１１回     
6/29 
第１２回     
7/  6 

○ 卒業研究題目届の作成・提出・・・提出締切：6
月 30 日(木) 
○ 卒業研究計画書の作成・提出・・・提出締切：7
月  6 日(水) 

提出物：卒業論文題目届および卒業研究計画
書 

第１３回     
7/13 
第１４回     
7/20 

○ 春学期中間報告と討議①②  

第１５回     
7/27 
第１６回     
9/28 

○ 中間報告と討議③ 
○ 秋学期オリエンテーション （第 16 回）  

第１７回     
10/  5 
第１８回     
10/12 

○最終アウトラインの作成①②  

第１９回     
10/19 
第２０回     
10/26 

○論文執筆と個別相談①② 
     ※ 「卒業論文題目変更届」の提出締
切・・・・・・10 月 31 日(月) 
     ※「授業時間内での質問紙調査等の実施期
限」・・ 10 月 31 日(月) 

提出物：卒業論文題目変更届および卒業研究
計画書（該当者のみ） 

第２１回     
11/2 
第２２回     
11/9 

○論文執筆と個別相談③④  

第２３回     
11/16 
第２４回     
11/30 

○論文執筆と個別相談⑤⑥ 
 

 

第２５回     
12/  7 
第２６回     
12/14 

○卒業論文の・仮提出の締め切り（第 25 回・厳守） 
              ※11 月より順次提出
開始 
○卒業論文の検討 

提出物：卒業論文（本体） 



第２７回    
12/21 
第２８回    
1  /11 

○卒業研究プレゼン資料の作成（第 27 回 12/21） 
○卒業研究ゼミ内発表会①（第 28 回 1/11） 
  ※「卒業論文」提出期間   
           1 月 6 日(金)〜1 月 13 日(金)   17：00 
                    提出先：学生サービス室 
 

提出物：卒業論文（本体＋要旨の完成版） 

第２９回    
1/18 
第３０回    
1/25 

○卒業論研究ゼミ内発表会②（第 29 回） 
○卒業研究発表会（第 30 回 1 月 25 日(水)  第３限
目 
                ３年４年ゼミ合
同） 
 ＊2021 年９月卒業予定の学生  
   「卒業論文」提出期間  2022 年７月 21 日(水) 
〜 28 日(水)  17 ｹ 00 
                                                    
提出先：  学生サービス室 

提出物：発表用資料（パワポ）と振り返りレ
ポート（e ポートフォリオ） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

専門演習Ⅲ・Ⅳにて行った研究テーマを基盤として、それをより幅広くかつ深く追求するこ
とがこの卒業研究の目的である。したがって各自のテーマ設定の確認の後、個別のテーマに
沿った研究の進行とまとめを指導していく。また，絶えず進行経過の報告を求めると共に、
情報の収集や結果の整理、報告書作成の技術などについても随時指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

科学的手法に基づいた心理学的視点を踏まえた卒業研究を執筆できる。 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 必要に応じて資料を配布する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・中間報告書（秋学期中盤）：10% 
・後半発表（秋学期発表）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」（卒業研究ルーブリック評価）および「卒業論文要旨」：50％ 

22.コメント 4 年間の集大成として納得のいく取り組みを期待しています。 
23.オフィスアワー 金曜日昼休み（研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

研究テーマの確認・研究計画書の作成 
進捗状況の確認と研究計画書を作成する。 
卒業研究ガイダンス（合同） 

○専門演習Ⅳで収集した資料をまとめる。 

第 3 回 
第 4 回 

先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 5 回 
第 6 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 7 回 
第 8 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 9 回 
第 10 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 11 回 研究の実施と報告 ○研究結果データの処理とまとめを行う。 



第 12 回 計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○先行研究、資料をまとめる。 

第 13 回 
第 14 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 15 回 
第 16 回 

・前半（春学期）発表 
これまでの研究をまとめ、中間発表会（合同）をおこ
なう。 
発表会を受け、必要な修正を行う。 

○これまでの研究成果をまとめて資料を作成
する。 

第 17 回 
第 18 回 

研究の実施と報告 
中間発表による課題を解決する。 
研究経過を報告する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 19 回 
第 20 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 21 回 
第 22 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 23 回 
第 24 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 ○計画にしたがって論文を作成する。 

第 25 回 
第 26 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
＊第 27 回卒業論文提出 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 27 回 
第 28 回 

卒業論文提出 
ゼミ内発表会 

○研究の概要を資料にまとめる。 
○ｅｰポートフォリオへ記入する。 

第 29 回 
第 30 回 

ゼミ内発表会 
卒業研究発表会（全ゼミ合同） 

○プレゼンテーションルーブリックを参考に
プレゼンの練習を行う。 
○ｅｰポートフォリオへ振り返りを記入す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M07 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 卒業論文の作成を通して、自律的・計画的に学ぶ態度と研究スキルを身につける
ことを 
    目指します。 
【概要】? 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
     ? 研究するにふさわしいテーマや研究方法を設定する。 
     ? 完成までの研究計画を立て、スケジュールに従って研究を進める。 
     ? 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論立てに活用する。 
     ? 卒業論文を完成させ、それに基づき発表を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(4)問題発見・解決力、の学修に関連
しています 
本科目の学習目標は次のとおりです 
○ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を立てることができる 
○ 計画に沿って自律的に研究を進めることができる 
○ 学術論文を作成するための基本的な作法を会得する 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適時配付します 

21.成績評価 

○ 卒業研究への取組               50％ 
   ・卒業研究計画書（  7 月）                                10％  
   ・中間発表会  （  7 月）                        15％ 
   ・成果発表（12・1 月）              15％   
           ・卒業論文作成後の振り返り(e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵへ記載)  10％ 
? 卒業論文              50％ 
   ・卒業論文 

22.コメント 
?  卒業論文のゼミ内提出締切は 2020 年 12 月 1 日（第 25 回）とします。計画的に研究を
進めましょう。 
?  毎回、ノートパソコン・各自の卒論資料を持参してください。 

23.オフィスアワー 

＊センタープログラム： 警察官・消防官志望者へのアドバイス 
                                              （春学期：⽕曜４限、秋学期：月曜４限 
神⼾山手学修支援ｺｰﾅｰ） 
                        〜Zoom 参加可・事前連絡が必要で
す。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回   
4/13 
第２回   
4/20 

○ 春学期オリエンテーション（本授業の進め方、評
価方法等に 
       ついて） 
○ 卒業研究ガイダンス（第 2 回：ゼミ毎に実施） 

持参するもの（毎回） 
○ノートＰＣ 
○各自の卒論資料、 
 



 
第３回    
4/27 
第４回    
5/11 

○ 研究テーマの確定と発表① 
○ 研究テーマの確定と発表②  

第５回     
5/18 
第６回     
5/25 

? 仮アウトラインの作成①②  

第７回     
6/1 
第８回     
6/8 

○ 関連文献の調査と収集①②  

第   ９回     
6/15 
第１０回    
6/22 

○ 文献の読解と整理①②  

第１１回     
6/29 
第１２回     
7/  6 

○ 卒業研究題目届の作成・提出・・・提出締切：6
月 30 日(木) 
○ 卒業研究計画書の作成・提出・・・提出締切：7
月  6 日(水) 

提出物：卒業論文題目届および卒業研究計画
書 

第１３回     
7/13 
第１４回     
7/20 

○ 春学期中間発表と討議①②  

第１５回     
7/27 
第１６回     
9/28 

○ 中間発表会と討議③ 
○ 秋学期オリエンテーション （第 16 回）  

第１７回     
10/  5 
第１８回     
10/12 

○最終アウトラインの作成①②  

第１９回     
10/19 
第２０回     
10/26 

○論文執筆と個別相談①② 
     ※ 「卒業論文題目変更届」の提出締
切・・・・・・10 月 31 日(月) 
     ※「授業時間内での質問紙調査等の実施期
限」・・ 10 月 31 日(月) 

提出物：卒業論文題目変更届および卒業研究
計画書（該当者のみ） 

第２１回     
11/2 
第２２回     
11/9 

○論文執筆と個別相談③④  

第２３回     
11/16 
第２４回     
11/30 

○論文執筆と個別相談⑤⑥ 
 

 

第２５回     ○卒業論文の・仮提出の締め切り（第 25 回・厳守） 提出物：卒業論文（本体） 



12/  7 
第２６回     
12/14 

              ※11 月より順次提出
開始 
○卒業論文の検討 

第２７回    
12/21 
第２８回    
1  /11 

○卒業研究プレゼン資料の作成（第 27 回 12/21） 
○卒業研究ゼミ内発表会①（第 28 回 1/11） 
  ※「卒業論文」提出期間   
           1 月 6 日(金)〜1 月 13 日(金)   17：00 
                    提出先：学生サービス室 
 

提出物：卒業論文（本体＋要旨の完成版） 

第２９回    
1/18 
第３０回    
1/25 

○卒業論研究ゼミ内発表会②（第 29 回） 
○卒業研究発表会（第 30 回 1 月 25 日(水)  第３限
目 
                ３年４年ゼミ合
同） 
 ＊2021 年９月卒業予定の学生  
   「卒業論文」提出期間  2022 年７月 21 日(水) 
〜 28 日(水)  17 ｹ 00 
                                                    
提出先：  学生サービス室 

提出物：発表用資料（パワポ）と振り返りレ
ポート（e ポートフォリオ） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M09 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 遠藤俊子 

5.授業科目の区分 
看護分野の実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規定参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。 
学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、国際看護分野、助産看護学選択分
野、あるいは公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分
野は 8 実践看護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、
学生は 1 領域を選択する。 
本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について
研究手法を用いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研究
プロセスを学ぶ。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜参考資料を紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組み状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより、担当教
員が卒業論文ルーブリックにより成績評価する。 
 

22.コメント 指導教員の先生やゼミ仲間と協働して行うことが必要です。積極的かつ計画的に取り組んで
いきましょう。 

23.オフィスアワー 月曜日 2 時限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１） 選択分野は希望調査に基づき決定する。 
２） 担当教員は選択分野内で 4 月上旬頃に発表す
る。 
３） 研究は個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
４） 研究は担当教員の指導のもとに行う。 
５） 研究は研究課題に応じて担当教員と相談の上、
計画的に行う。 
６） 人を対象とする研究を立案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業の手引き

【最終提出物】 
卒業論文一部 



【別添２】）』を作成し担当教員へ提出する。 
７） 倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデ
ント発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応す
る。卒業研究の手引き【 

   

 
 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M11 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必須 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけること。 
【概要】  
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看
護学選択（基礎、急性、慢性･がん、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、学生は
１領域を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図り、疑問から研究テーマを導き、一連の研究プロセスを学ぶ。    
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント 実習等これまでの学修で疑問に思ったことや興味を持ったことについて、文献を調べ研究的
に探究していきましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を立案し実施する場合は、『卒

【最終提出物】 
研究論文１部 



業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M13 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 蛭子真澄 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必須 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研
究プロセスを学ぶ。     
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力 
に対応しています。 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 

【最終提出物】 
研究論文１部 



6)人を対象とする研究を立案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M14 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中島登美子 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必須 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研
究プロセスを学ぶ。     
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を立案し実施する場合は、『卒

【最終提出物】 
研究論文１部 



業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M18 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分 
看護分野の実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年生 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 卒業研究登録許可者 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的: 
 看護の課題に研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に
必要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。 
概要: 
 学生はこれまでに学んできた看護実践のなかから、自分の最も関心のあるテーマを選択
し、その課題を探求していく一連の研究プロセスを学ぶ。 
 特に本講座では、助産学、性と生殖に関連する様々な研究課題を通して、自分の課題を深
く追求し、研究疑問を解決するための研究方法を知り、可能な限り実践する。 
また、学術集会への参加やゼミを通して、研究者としての探求心や自己研鑽する姿勢、資質
を身に付ける。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.これまでの看護学の学びのなかから、自分の関心のあるテーマをみいだすことができる。 
2.研究テーマの持つ研究疑問を明確にすることができる。 
3.研究疑問を解決するための研究計画をたてることができる。 
4.計画に基づいて実施できる。また実施の可能性がないときは計画の修正ができる。 
5.卒業論文としてまとめることができる。 
6.研究の一連のプロセスを理解できる。 

19.教科書・教材 看護研究 医学書院 
20.参考文献 学生の研究の進度に応じて適宜紹介する。 
21.成績評価 評価基準にしたがって評価する。卒業論文ルーブリックにより成績評価する。 

22.コメント 
研究は知的好奇心をくすぶる活動です。 
自分のテーマに沿って学びを、深めることは大変楽しい時間です。 
楽しみながら、研究の基礎的能力を身につけましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 2 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
1-4 回 
⽕曜日の 4
限目 
または、水
曜日の 2 限
目 

 
1-4 回まではゼミとして一緒にすすめるが、その後原
則として週 1 回の予定で進める。学生の進度に応じ
て個別にすすめることもある。 

 

   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M20 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 伊藤尚子 

5.授業科目の区分 
看護分野の実務経験 
のある教員による授 
業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 保健師、助産師、看護師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習  
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。 
学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、国際看護分野、助産看護学選択分
野、あるいは公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分
野は８実践看護学選択 
（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域を選択す
る。 
本科目では、研究を知ること、及び看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について研
究手法を用いて解決することを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. 看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てる。 
2. 研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
3. 卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材 看護研究方法 教科書 
坂下玲子他 （2020 看護学講座別巻 看護研究 （第１版 第８刷）、 医学書院 

20.参考文献 適宜参考資料を紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組み状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより、担当教
員が卒業論文ルーブリック 2 より成績評価する。 

22.コメント ”論文”を書き上げます。まずは「レポートの書き方」「論文の書き方」についての本に目を
通しておいてください。 

23.オフィスアワー 
水曜日昼休み＠研究室 
木曜日昼休み＠メディアライブラリー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１．リサーチクエスチョンとブレインストーミング 
２．文献検討 
３．研究テーマの決定（仮） 
４．「はじめに」 
５．倫理審査について 
６．「研究計画書」 
７．データ収集 
８．データ分析 
９．「結果」・「考察」・「結論」 
10．論文執筆 
ゼミおよび個人面談を併用して進めます。 
 

卒業論文を 1 部提出 
※定期的に、指導教員のアドバイスを受け、
進捗状況を報告すること。 
※卒業論文の手引きの内容を理解し、遵守す
ること。 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M21 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 櫻井信人 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につける。 
【概要】    
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は 8 実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研
究プロセスを学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 
【卒業研究の学修目標】 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を立案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 

研究論文１部 



7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M23 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 原本久美子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 卒業研究登録許可者(履修規定参照) 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必要
な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は 8 実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研
究プロセスを学ぶ。     
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  専門的知識・技術の活用力 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 必要時、適宜、参考資料を紹介する。 

21.成績評価 評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文等により担当教員
が卒業論文ルーブリックにより評価する。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜日 9:30〜10:30(メディア・ライブラリー) 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１）担当分野は、希望調査に基づき決定する。 
２）担当教員は４選択分野内で決定し 4 月上旬に発
表する。 
３）研究は、個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
４）研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
５）研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて
計画的に行う。 
６）人を対象とする研究を立案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書(卒業研究の手
引き【別添２】)』を作成し担当教員に提出する。 

【最終提出物】研究論文 1 部 



７）倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデン
ト発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。
卒業研究の手 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M24 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 谷口由佳 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部生が対象 9.履修学年 4 年生 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 卒業研究登録許可者（履修規定参照） 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることを目的とする。 
【概要】 
 具体的には、看護に関わる学習過程の中で芽生えた疑問から研究テーマを導き、研究手法
を用いて解決を図る、一連の研究プロセスを学ぶ。 
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお、実践看護学分野は 9 実践看護
学（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅、国際）で構成され、学生は 1 領域
を選択する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（6）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連する。 
本科目の学習目標は次のとおりである。 
１．看護の学習の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．論文の基本的構造に従って卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材 『看護研究』坂下玲子他著，医学書院（2020） 
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文をもとに卒業論文
ルーブリックにより評価する。 

22.コメント 
自分が大切にしていた看護観は、研究のなかに必ずあらわれます。それを明らかにしていく
楽しさを体感しつつ、今後の自身の看護につなげていってほしいと思います。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：水曜日 1 限（図書館） 
研究室オフィスアワー：水曜日お昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１）選択分野は希望調査に基づき決定する。 
２）担当教員は選択分野内で 4 月上旬頃に発表す
る。 
３）研究は個人研究とし、グループ研究は認めない。 
４）研究は担当教員の指導のもとに行う。 
５）研究は研究課題に応じて担当教員と相談の上、計
画的に行う。 
６）人を対象とする研究を立案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業の手引き
【別添２】）』を作成し担当教員へ提出する。 

 



７）倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデン
ト発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。
卒業研究の手引き【別添１】参照。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M27 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部生 9.履修学年 ４年生 
10.取得資格の要件 看護師・保健師・助産師 11.先修条件 卒業研究登録許可者（履修要綱参照） 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必要
な基礎的能力を身につけることを目的とする。具体的には、看護に関わる学習過程の中で芽
生えた疑問から研究テーマを導き、研究手法を用いて解決を図る、一連の研究プロセスを学
ぶ。 
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお、実践看護学分野は 9 実践看護
学（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅、国際）で構成され、学生は 1 領域
を選択する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（6）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連する。 
本科目の学習目標は次のとおりである。 
１．看護の学習の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．論文の基本的構造に従って卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材 『看護研究』坂下玲子他著，医学書院（2020） 
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従い、ゼミでの取り組み状況、卒業研究計画書、卒業論文をもとに、卒業論文ル
ーブリックにより評価する。 

22.コメント 自らの研究テーマに基づき、主体的な姿勢で取り組むこと。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー（水）1 限【図書館ラーニングコモンズ】 
研究室オフィスアワー（水）昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１） 選択分野は希望調査に基づき決定する。 
２） 担当教員は選択分野内で 4 月上旬頃に発表す
る。 
３） 研究は個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
４） 研究は担当教員の指導のもとに行う。 
５） 研究は研究課題に応じて担当教員と相談の上、
計画的に行う。 
６） 人を対象とする研究を立案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業の手引き
【別添２】）』を作成し担当教員へ提出する。 
７） 倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデ
ント発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応す

 



る。卒業研究の手引き【 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M29 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 本田真也 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることを目的とする。    
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産学選択分野、あるいは公衆
衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお、実践看護学選択分野は 9 実践看護
学（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅、国際）で構成され、学生は 1 領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研
究プロセスを学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性、(4)問題発見・解決力の学
修に関連しています。 
1. 看護の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることができる。 
2． 研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
3． 論文の基本的構造に従って卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する。 

21.成績評価 評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水曜日昼休み＠図書館・⽕曜日昼休み＠研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1） 選択分野の決定は統合看護実習の希望調査に基
づき調整を行う。 
2） 担当教員は選択分野内で決定する。 
3） 研究は個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
4） 研究は担当教員の指導のもとに行う。 
5） 研究は、研究課題に応じて担当教員と相談の
上、計画的にすすめる。 
6） 人を対象とする研究を立案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手
引き【資料 4】）』を用いて担当教員に提出する。 
7） 倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデ
ント発生時は担当教員に速やかに報告し、対応する（ 

【最終提出物】 
卒業論文１部 

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M35 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 ⻄村美登里 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は 8 実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研
究プロセスを学ぶ。     
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を立てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー （⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を立案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発生時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒

研究論文１部 



業研究の手引 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】４年間の学修の集大成である「卒業論文」の作成を通して、自律的・計画的に学ぶ
態度と研究スキルを身につける。 
【概要】 
① 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
② 完成までの研究計画を立て、スケジュールに従って研究を進める。 
③ 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論立てに活用する。 
④ 卒業論文を完成させ、それに基づき口頭発表を行う。   
   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を立てることができる。 
・ 計画に沿って、自律的に研究を進めることができる。 
・ 学術論文を作成するための基本的な作法を修得する。 
 

19.教科書・教材 
なし 
必要に応じて適宜提示する。 

20.参考文献 なし 
必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 卒業論文 ６０％ 
取組状況 ４０％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 【01】 オリエンテーション 
【02】 「問題」部分検討 

 

 
【03】 卒業研究合同ガイダンス 
【04】  方法検討・調査等 

 

 
【05】 方法検討・調査等 
【06】 方法検討・調査等  

 
【07】 方法検討・調査等 
【08】 調査等 
 

 

 
【09】 調査等  
【10】 調査等 
 

 

 
【11】 調査等   
【12】 調査等 

 

 【13】 調査等   



【14】 調査等 

 
【15】 調査等 
――――― 秋学期 ――――― 
【16】 調査等 

【15】中間レポート提出 
（卒業研究（問題・方法）完成版） 

 【17】 調査等 
【18】 調査等 

 

 
【19】 調査等、分析・考察 
【20】 調査等、分析・考察 

 

 
【21】 分析・考察 
【22】 分析・考察 
 

 

 
【23】 分析・考察 
【24】 分析・考察 

 

 
【25】 分析・考察 
【26】 要旨・文献整理・校正 
 

 

2018.12.19 
2019.01.09 

【27】 卒業研究提出（担当教員あて） 
【28】 卒業研究ゼミ内発表会① 

 

2019.01.16 
         
01.23 

【29】 卒業研究ゼミ内発表会② 
【30】 合同卒業研究発表会 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y02 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
これまでの研究テーマをもとに、より幅広く深く追求する。各自のテーマ設定を確認し、個
別のテーマに沿った研究を進行させ、まとめる。学生は進行経過の報告し、情報の収集や結
果の整理、報告書作成の技術などについて指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①人間の心理的・社会的問題を適切な方法で実証的に把握し、分析できる（レベル３）。 
②教室内外で学修した知識と、自らの経験との振り返りの成果を統合化し、体系的にまとめ
ることができる （レベル３）。 
 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 必要に応じて授業時に紹介する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・中間報告書（秋学期中盤）：10% 
・後半発表（秋学期発表）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」および「卒業論文要旨」：50％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

・研究テーマの確認・研究計画書の作成 
・進捗状況の確認と研究計画書を作成する。 

◆ノートパソコン利用◆ 
◎課題 各自のテーマと方法論について発表
準備をする。（240 分） 
 

第 3 回 
第 4 回 

・合同ゼミ 
卒業論文の書き方に関する説明会 
・研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 
 

進路希望、業界研究をする。（240 分） 

第 5 回 
第 6 回 

  
・研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

進路希望、業界研究をする。（240 分） 

第 7 回 
第 8 回 

 
・研究デザインの検討 

自己ＰＲを作成する。（240 分） 



先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 
 

第 9 回 
第 10 回 

・研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する 
 

エントリーシートの作成する。（240 分） 

第 11 回 
第 12 回 
 

・研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する 

◎課題 各自のテーマと方法論について発表
準備をする。（240 分） 

第 13 回 
第 14 回 

・研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 15 回 
第 16 回 

・前半（春学期）発表 
  これまでの研究をまとめ中間発表をおこなう。 
  必要に応じて修正を行う。 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 17 回 
第 18 回 

・研究の実施と報告（中間発表） 
  中間発表による課題を解決する。 
  研究経過を報告する。 
 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 19 回 
第 20 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 21 回 
第 22 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 23 回 
第 24 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

◎課題 卒業研究の問題（序論）の報告準備
を行う。（240 分） 

第 25 回 
第 26 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
＊第 27 回卒業論文提出 

◎課題 卒業研究の問題（序論）の報告準備
を行う。（240 分） 

第 27 回 
第 28 回 

ゼミ内発表会 
 全体発表会に向けて発表内容の検討・修正をはかる 

◆ノートパソコン利用◆◎課題 今学期を振
り返り、卒業研究の見通しについて考える。
（240 分） 

第 29 回 
第 30 回 

・卒業研究発表会の準備 
なお 1 月●日（）は卒業論文の提出締切 
・卒業研究発表会 
 

◎課題 今学期を振り返り、卒業研究の見通
しについて考える。（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】専門演習Ⅲ・Ⅳにて行った研究テーマを基盤として、それをより幅広くかつ深く追
求することがこの卒業研究の目的である。 
【概要】各自のテーマ設定の確認の後、個別のテーマに沿った研究の進行とまとめを指導し
ていく。また，絶えず進行経過の報告を求めると共に、情報の収集や結果の整理、報告書作
成の技術などについても随時指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は DP のうち自律性，問題発見・解決力，コミュニケーションスキル，専門技術・
技能の活用力と特に関連する。 
【学習目標】 
科学的手法に基づいた心理学的視点を踏まえた卒業研究を執筆できる。 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 必要に応じて資料を配布する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・中間報告書（秋学期中盤）：10% 
・後半発表（秋学期発表）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」（卒業研究ルーブリック評価）および「卒業論文要旨」：50％ 

22.コメント 4 年間の集大成として納得のいく取り組みを期待しています。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜  昼休み 
センターオフィスアワー：⽕曜  １限 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

研究テーマの確認・研究計画書の作成 
進捗状況の確認と研究計画書を作成する。 
卒業研究ガイダンス（合同） 

○専門演習Ⅳで収集した資料をまとめる。 

第 3 回 
第 4 回 

先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 5 回 
第 6 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 7 回 
第 8 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 



第 9 回 
第 10 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 11 回 
第 12 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 13 回 
第 14 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 15 回 
第 16 回 

・前半（春学期）発表 
これまでの研究をまとめ、中間発表会（合同）をおこ
なう。 
発表会を受け、必要な修正を行う。 

○これまでの研究成果をまとめて資料を作成
する。 

第 17 回 
第 18 回 

研究の実施と報告 
中間発表による課題を解決する。 
研究経過を報告する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 19 回 
第 20 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 21 回 
第 22 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 ○計画にしたがって論文を作成する。 

第 23 回 
第 24 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 ○計画にしたがって論文を作成する。 

第 25 回 
第 26 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 27 回 
第 28 回 

卒業論文提出 
ゼミ内発表会 

○研究の概要を資料にまとめる。 
○ｅｰポートフォリオへ記入する。 

第 29 回 
第 30 回 

ゼミ内発表会 
卒業研究発表会（全ゼミ合同） 

○プレゼンテーションルーブリックを参考に
プレゼンの練習を行う。 
○ｅｰポートフォリオへ振り返りを記入す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】専門演習Ⅲ・Ⅳにて行った研究テーマを基盤として、それをより幅広くかつ深く追
求することがこの卒業研究の目的である。したがって各自のテーマ設定の確認の後、個別の
テーマに沿った研究の進行とまとめを指導していく。また，絶えず進行経過の報告を求める
と共に、情報の収集や結果の整理、報告書作成の技術などについても随時指導する。   
【概要】 
① 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
② 完成までの研究計画を立て、スケジュールに従って研究を進める。 
③ 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論立てに活用する。 
④ 卒業論文を完成させ、それに基づき口頭発表を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を立てることができる。 
・ 計画に沿って、自律的に研究を進めることができる。 
・ 学術論文を作成するための基本的な作法を修得する。 

19.教科書・教材 なし 
必要に応じて適宜提示する。 

20.参考文献 なし 
必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表・報告状況）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・後半発表（秋学期発表・報告状況）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
・卒論発表：10% 
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」および「卒業論文要旨」：50% 

22.コメント  
23.オフィスアワー ＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますので Slack メール等でご連絡ください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【01】 オリエンテーション 
【02】 「問題」部分検討  

2019.4.24 【03】 卒業研究合同ガイダンス 
【04】  方法検討・調査等 

 

 
【05】 方法検討・調査等 
【06】 方法検討・調査等 

 



 
【07】 方法検討・調査等 
【08】 調査等 
 

 

 
【09】 調査等  
【10】 調査等 
 

 

 
【11】 調査等   
【12】 調査等 

 

 
【13】 調査等  
【14】 調査等 

 

 
【15】 調査等 
――――― 秋学期 ――――― 
【16】 調査等 

【15】中間提出 
 

 
【17】 調査等 
【18】 調査等  

 
【19】 調査等、分析・考察 
【20】 調査等、分析・考察  

 
【21】 分析・考察 
【22】 分析・考察 
 

 

 
【23】 分析・考察 
【24】 分析・考察  

 
【25】 分析・考察 
【26】 要旨・文献整理・校正 
 

 

 【27】 卒業研究提出（担当教員あて） 
【28】 卒業研究ゼミ内発表会① 

 

 【29】 卒業研究ゼミ内発表会② 
【30】 合同卒業研究発表会 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Ｏ 犯罪心理学・生理心理学に関連した卒業論文を作成する。 
Ｏ 心理学の方法論に基づき、調査ないし実験を通じて、科学的な論文の完成を目指す。 
Ｏ ポリグラフ検査、ストレスの生理心理、犯罪不安、防犯などが具体的な研究テーマとな
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学科の目標 
人間の心理的・社会的問題の実証的把握 
レベル３：人間の心理的・社会的諸問題を適切な方法で実証的に把握し、分析できる 
知識と経験の総合化 
レベル３教室内外で学修した知識と、自らの経験とその振り返りの成果を総合化し、体系的
にまとめることができる 
ベンチマーク 
自律性 
レベル３：自らの責任を自覚しつつ設定した目標の実現に向けて継続的に取り組むことがで
きる 
情報収集・活用力 
レベル３：多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集して、要点を整理・保存しな
がら、自分の主張やアイデアを裏づけることができ 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

卒業研究計画書（春学期中盤）       〈10％〉 
中間発表（春学期終盤）                 〈10％〉 
途中経過報告書（秋学期中盤）      〈10％〉 
最終発表（秋学期終盤）                〈10％〉 
「卒業論文」および「卒業論文要旨」〈50%〉 
e ポートフォリオへの記入              〈10％〉 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ガイダンス  
 研究テーマの設定に関する講義  
   
 卒業研究ガイダンス（合同授業）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  



 研究結果の分析について  
 研究結果のまとめと考察の仕方  
 方法の記述について  
 序論の記述について  
 目次、引用文献、脚注の記述について  
 ふり返りと総まとめ 卒論発表会の準備  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ４年〜 

10.取得資格の要件 
中学教諭１種（英語）、高
校教諭１種（英語） 

11.先修条件 

１）到達確認試験に合格 
および、２）または３）を満たしているこ
と 
２）累積 GPA が 1.50 以上かつ修得単位数
が 80 単位以上 
３）直前１年間の GPA が 1.60 以上で年間
34 単位以上修得 
４）卒業論文題目届けを提出し、学科会議
で承認を得た者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習（発表と討論） 
16.履修制限 11.の先修条件を満たす者 

17.授業の目的と概要 

【目的】 各自の設定した題目に沿って研究を深め、定期的に発表を行って、卒業論文を完
成させる。 
【概要】 ゼミにおける研究発表や他者からのコメントを受け、卒論の内容を深く検討し、
添削や一連の手順を経て、卒業論文の完成までを指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP６）専門的知識の活用力の修得に適しています。 
１）卒業論文作成に必要な先行研究などを収集・理解し、自分の研究に取り込むことができ
る。 
２）研究テーマにおける問題点を掘り下げ、論理的な文章を構築することで、精度の高い論
文を仕上げることができる。 

19.教科書・教材 各人の研究テーマが異なるので、教科書は使用しない。 
20.参考文献 各人の研究テーマに応じた文献を指示する。 

21.成績評価 

１）レポート１（４月７日） 5%（第１章：研究の背景・目的・リサーチクエスチョンを明
記し１頁分） 
２）レポート２（８月７日）10％（卒論下書き：第１章はじめに〜第２章まで（日本語の場
合 4,500 字程度） 
    複数の先行研究の要約とそれに対する自分の意見＝引用の意図を明記 
３）レポート３（９月 30 日）15％（第１章から本論の半ばまで（卒論下書き：日本語の場
合 12,000 字程度） 
    レポート２に加え、データ分析や論証部分を含む 
４）ゼミ発表： 20% （春学期：４回、夏合宿：１回、秋学期：２回  計 

22.コメント 

１）皆に迷惑がかかるので、無断欠席やドタキャンをしない。就活・教育実習などで休む場
合は、必ず連絡を入れること。 
２）春学期は、就職活動や教育実習で授業を抜けることが多いと予想されるので、欠席する
場合は必ず事前連絡 
   を入れて下さい（発表日時の変更は、他の受講者と相談して決めます）。 
３）論文作成は先送りせず、期限を設けて計画的に進めること。毎年、期限が迫ってから慌
てる人がいますが、    
   手遅れにならないように！ 
４）ゼミアワーを利用して、卒業論文の執筆について適宜説明をします。春学期は水曜２限 



23.オフィスアワー 
春学期： 支援室（１号館２階）：木曜昼休み、研究室（３号館１０４）：金曜２限 
秋学期： 支援室（未定：センタープログラムを実施予定）、研究室：水曜３限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1. 4/13 
2. 4/20 

1. 研究の背景と目的に関する発表 1-1、レポート１
提出 
2. 研究の背景と目的に関する発表 1-2 

レポート１は春休みの宿題(第１章） 4/7 締
切 Web Class へ提出 
発表準備 60 分 

3. 4/27 
4. 5/11 

3. 研究の背景と目的に関する発表 1-3 
4. 研究の背景と目的に関する発表 1-4, 論文の形式と
評価、参考文献リスト提出 

発表準備、参考文献リスト作成 
（９０分）  
発表準備 （60 分） 

5. 5/18 
6. 5/25 

5. 重要な先行研究に関する発表 2-1 
6. 重要な先行研究に関する発表 2-2 

発表準備  (60 分) 

7. 6/01 
8. 6/08 

7. 重要な先行研究に関する発表 2-3 
8. 本論の概要について 3-1 

発表準備（60 分） 
発表準備（９０分） 

9. 6/15 
10. 6/22 

9. 本論の概要について 3-2 
10. 本論の概要について 3-3 

発表準備 (60 分) 

11. 6/29 
12. 7/06 

11. 本論の概要について 3-4、参考文献修正リスト提
出 
12. 第２・３章に関する発表 4-1 

発表準備、参考文献修正リスト作成  （９
0 分） 
発表準備（９0 分） 

13. 7/13 
14. 7/20 

13. 第２・３章に関する発表 4-2 
14. 第２・３章に関する発表 4-3 

発表準備、レポート２作成 (90 分) 
発表準備、レポート２作成 (90 分) 

15. 7/27 
------------- 
16. 9/28 

15. 第２・３章に関する発表 4-4, 合宿について 
   ＊夏季休暇中にオンライン合宿を実施：全員が
発表５、論文の形式について確認 
16. 本論１：結果と考察について 6-1、レポート３提
出 

発表準備、レポート作成 （90 分） 
レポート２締切(8/7)Web Class へ 
---------- 
発表準備、目次案作成 （90 分） 
レポート３締切(9/30)Web Class へ 

17. 10/05 
18. 10/12 

17. 本論１：結果と考察について 6-2、目次案提出 
18. 本論１：結果と考察について 6-3、執筆計画につ
いて説明 

発表準備 、下書き作成（９0 分） 
発表準備、執筆計画作成 （90 分） 

19. 10/19 
20. 10/26 

19. 本論１：結果と考察について 6-4、執筆計画提出 
20. 本論２：結論について 7-1 

発表準備、論文執筆 （90 分） 
執筆計画提出 Web Class へ 
 

21. 11/02 
22. 11/09 

21. 本論２：結論について 7-2 
22. 本論２：結論について 7-3 下書き作成・修正(60 分)、発表準備(30 分) 

23. 11/16 
24. 11/30 

23. 本論２：結論について 7-4、引用・文体の確認 
24. 文章・形式の確認と内容の検討（相互評価）、執
筆計画の見直し 

論文執筆、添削ファイルの修正  
（９0 分） 
学科指定の卒論提出用ファイルを販売 

25. 12/07 
26. 12/14 

25. 文章・形式の確認と内容の検討（相互評価）、要
旨の書き方、進捗状況の報告 
26. 文章・形式の確認と内容の検討（相互評価） 
 

論文執筆、添削ファイルの修正 
（９0 分） 

27. 12/21 
28. 1/11 

27. 文章・形式の確認と内容の検討 ＜提出締切：12
月 21 日（水）17 時＞ 
28. 卒論の振り返り・後輩への助言 

下書き作成・修正（90 分） 
デジタルファイル確認(30 分) 

29. 1/18 
30. 1/25 

29. 進路に関する振り返り、デジタルファイル提出 
30. ４年間の振り返り 

＊完成した卒論は担当者に Word ファイルで
送信 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y07 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 百濟正和 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 4 年〜 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 

１）到達確認試験に合格 
および、２）または３）を満たしているこ
と 
２）累積 GPA が 1.50 以上かつ修得単位数
が 80 単位以上 
３）直前１年間の GPA が 1.60 以上で年間
34 単位以上修得 
４）卒業論文題目届けを提出し、学科会議
で承認を得た者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 11 の先修条件を満たす者 

17.授業の目的と概要 

授業の目的は 2 つある。一つは 3 年次専門演習に引き続き応用言語学の基礎を身に着ける。
教科書も引き続き使用する。もう一つは、卒業論文を完成させることである。題目届けの内
容に基づいて、卒業論文作成に向けて、定期的に発表を行い、他の受講者からのコメントを
受けて修正をしつつ執筆する。担当者からの添削指導を受けつつ、最終的に論文を完成させ
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①応用言語学の基本的な専門知識を身に付ける。 
②卒業論文作成に必要な先行研究などを収集・理解し、自分の研究に取り込むことができ
る。 
③研究テーマにおける問題点を掘り下げ、論理的な文章を構築することで、精度の高い論文
を仕上げることができる。  
卒業論文は 4 年間の学びの集大成であり、本学が掲げる DP のすべてに関連している。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができます。 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
集団や社 

19.教科書・教材 適宜関連論文を使用する 

20.参考文献 
Teaching and Researching language and culture, Joan Kelly Hall  
Doing Applied Linguistics A Guide for Students, Groom, N and Littlemore, J 

21.成績評価 
卒業論文（50％）学習目標の③に関連する  
中間発表（20％）学習目標の②と③に関連する 
中間レポート（30％）学習目標の①に関連する 

22.コメント 
卒論の 1 対 1 の指導は 6 回行います。希望日時提示するときは３つのオプションを示すか、
Outlook の機能で Meeting の提案を送ってください。 

23.オフィスアワー 木曜日 2 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

第 1 回 卒業研究ガイダンス 第 1 章発表 
第 2 回 Language and culture learning 3.1 
Introduction 第 1 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 3 回 第 3 回 A sociocultural perspective on language 卒論の進捗状況を報告するための発表（40



第 4 回 and culture learning・第 1 章発表 
第 4 回 mediational means・第 1 章発表 

分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 5 回 
第 6 回 

第 5 回 Language socialisation・第 2 章発表 
第 6 回 Learning how to mean・第 2 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 7 回 
第 8 回 

第 7 回 Social activity and language 
development(1)・第 2 章発表 
第 8 回    Social activity and language 
development(2)・第 2 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 9 回 
第 10 回 

第 9 回 Social activity and cognitive 
development・第 3 章発表 
第 10 回 Context of learning・第 3 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 11 回 
第 12 回 

第 11 回 Learning beyond the traditional 
classroom・第 3 章発表 
第 12 回 The effect of globalisation on sites of 
learning・第 3 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 13 回 
第 14 回 

第 13 回 3.8 Summary・第 4 章発表 
第 14 回 Chapter 4 Introduction・第 4 章発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 15 回 
第 16 回 

第 15 回 春学期の振り返り・中間レポートの提出 
第 16 回 秋学期ガイダンス・Language 
socialisation practices: Home and school 
connections 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 17 回 
第 18 回 

第 17 回 Language variation・第 4 章発表 
第 18 回 Redesigning curriculum and instruction・
第 4 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 
 

第 19 回 
第 20 回 

第 19 回 Funds of knowledge・第 5 章発表 
第 20 回 Language awareness curriculum・第 5 章
発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 21 回 
第 22 回 

第 21 回 Summary・第 5 章発表 
第 22 回 Chapter 5 Introduction・第 5 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 23 回 
第 24 回 

第 23 回 Schools and classrooms as sociocultural 
communities・最終発表 
第 24 回 The role of classroom discourse・最終発
表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 25 回 
第 26 回 

第 25 回 Changes in the third-turn that enhance 
learning oppotunities・最終発表 
第 26 回 Social dimensions of classroom 
discourse・最終発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 27 回 
第 28 回 

第 27 回 Redesigning curriculum and instruction・
最終発表 
第 28 回 Key design principles in creating a 
community of learners・最終発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 



第 29 回 
第 30 回 
 

第 29 回 Cooperative learning practices・卒論校正
確認 
第 30 回 Summary・卒業研究の振り返り 

卒論のチェックをペアで行う。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y09 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・発表 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

卒論作成に向けて準備をしてく授業です。春秋学期にまたがる通年科目です。最終目標は、
卒論の完成です。 
レポート１（４月当初） 5%（第１章：研究の背景・目的・リサーチクエスチョンを明記し
１頁分） 
レポート２（７月末）10％（卒論下書き：第１章はじめに〜第２章まで（日本語の場合
4,500 字程度） 
   複数の先行研究の要約とそれに対する自分の意見＝引用の意図を明記 
レポート３（９月末）15％（第１章から本論の半ばまで（卒論下書き：日本語の場合
12,000 字程度） 
   レポート２に加え、データ分析や論証部分を含む 
ゼミ発表： 20%（春学期４回、夏休み合宿１回、秋学期 2 回 計７回実施） 
   内容を分かり易く説明、前回より進展がある、質問に答えることができる 
卒業論文 （12 月）50％（日本語の場合は 15 ページ以上） 
   評価基準を満たしている: 1)有用性のある実現可能な課題、2)研究方法の選択と分
析、3)関連研 
究の活用、4)論証と帰結、および 5)形式と文体 
＊合格条件：すべての提出物が期限内に提出されており、論文審査に合格する 
＊卒業論文は、2022 年１2 月 21 日（水曜）１７時までに教務課へ正副２部提出 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 授業時に配布予定 
21.成績評価 レポート 30%、発表 20％、卒業論文 50％(詳細は授業目的と概要を参照） 

22.コメント 
注意点：寝坊などで無断欠席しないように気をつけてください。また、就活で休んでも公欠
にはならないので、気をつけてください。欠席して授業から遅れても、自己責任で授業に追
いついてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
授業概要の説明、今後の予定・発表順の決定、春休み
宿題の提出  

 
先行研究調査の仕方のおさらい、卒論形式・ルーブリ
ックの確認  

 春休み宿題の返却、問題所在の設定おさらい  
 先行研究・導入部分の発表（２人）、日欧要旨の確認  

 
先行研究・導入部分の発表（３人）、目次ページの確
認 

 



 
先行研究・導入部分の発表（３人）、参考文献ページ
の確認 

 

 引用・注の仕方の確認  

 
調査法（インタビュー・アンケート・フィールドワー
ク）の復習 

 

 
卒論フォーマットの確認（改行、語句の乱れ、左右前
後の余白）  

 卒論の論展開についての確認  
 卒論本論の前半部分の発表（２人）  
 卒論本論の前半部分の発表（３人）  
 卒論本論の前半部分の発表（３人）  
 最終確認（論展開、フォーマット等）  
 期末レポート（レポート２）の提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y10 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 Patrick Shorb 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

At the end of the semester, students are expected to utilize research in order to gather 
and analyze data on research topics related to the themes related to their future 
graduation essay. Students will be expected to present and discuss the results in 
presentations and short written reports. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Course Objectives 
This course is designed to start the research processes necessary for graduation thesis. 
By the time students have completed this course they should be able to: 
1. Identify Different Ways to Evaluate the Credibility and Reliability of a 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
Reports 30%、 
Presentations 20％ 
Graduation Thesis 50％ (*Due in the Fall Term) 

22.コメント  
23.オフィスアワー Fridays 12:120-13:10 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Course Introduction: 
Course Content and assessments 
Research Proposal Feedback Session 

Check-in Report #1: Review Research 
Proposal 

Week 2 Designing the Research Question #1 Check-in Report #2 
Week 3 Designing the Research Question #2 Check-in Report #3 
Week 4 Designing the Research Question #3 Check-in Report #4 
Week 5 Thinking About Methods #1 Check-in Report #5 
Week 6 Thinking About Methods #2 Check-in Report #6 
Week 7 Thinking About Methods #3 Presentation Preparation #1 
Week 8 Presentations #1 Presentation Preparation #2 
Week 9 Presentations #2 Check-in Report #7 
Week 10 Polishing the Research Project #1 Check-in Report #8 
Week 11 Polishing the Research Project #2 Check-in Report #9 
Week 12 Polishing the Research Project #3 Check-in Report #10 
Week 13 Polishing the Research Project #4 Final Project Preparation 
Week 14 Research Project Presentations Final Project Preparation 

Week 15 Becoming a Self-Reflective Learner - Thoughts on 
the Semester 

Final Project Preparation 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC102-
M51 

2.科目名 教育社会学 （教職 3 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 
人間心理学科専門科目 
教職選択科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 中学(英語) 
中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
現代の学校教育に関する社会的事項について、基礎的な知識を身につけるとともに、関連す
る諸課題を理解する。なお、学校と地域との連携に関する理解及び学校安全への対応に関す
る基礎知識も身に付ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）教育に関する社会的事項：社会の状況を理解し、その変化が学校教育にもたらす影響
とそこから生じる課題、ならびにそれに対応するための教育政策の動向を理解する。 
(1-1)学校を巡る近年の様々な状況の変化を理解している。 
(1-2)子供の生活の変化を踏まえた指導上の課題を理解している。 
(1-3)近年の教育政策の動向を理解している。 
(1-4)諸外国の教育事情や教育改革の動向を理解している。 
（２）学校と地域との連携：学校と地域との連携の意義や地域との協働の仕方について、取
り組み事例をふまえて理解する。 
( 

19.教科書・教材 
苅谷剛彦・濱名陽子・木村涼子・酒井朗『教育の社会学(新版)』（有斐閣、2010）ISBN978-
4-461-12400-4 
その他、追加資料を配布。 

20.参考文献 
加野芳正・藤村正司・浦田広朗『新説 教育社会学』(玉川大学出版部 2007) 
苅谷剛彦・志水宏吉編『学力の社会学』(岩波書店 2004) 
 

21.成績評価 
テキスト各章単位で小レポート 10 点×5 回・・・50 点 
期末レポート・・・50 点 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
いじめと不登校の現状(問題のとらえ方が時代ととも
に変化していること、定義の仕方によって、問題のと
らえ方自体が変化することを知る) 

教科書の該当部分を予習しておくこと(1-2h) 

 

いじめと不登校の日本的問題（現象のとらえ方によっ
て、制度的対応がどう変わるか、日本以外の国では、
いじめや不登校問題にどんな対応をしているか（フリ
ースクールやホームスクーリングの取り扱いの違い
等）を比較検討する） 

同上 

 
ネットと子どもの生活(ネットいじめ、SNS などを利
用したネット上の交流、授業での活用例等、情報化社
会が学校教育に与える影響について考える) 

同上 



 
子どもの社会化と親の影響（子どもの社会化過程で親
が及ぼす影響の大きさ、ペアレントクラシーが学業成
績に及ぼす影響などを考える） 

同上 

 
子育てにかかわる地域と育児産業の役割（学校と地域
の連携、地域の変容・担い手不在の現象、その代替物
としての育児産業の役割について考える） 

同上 

 
学校のジェンダー問題(教育に見られるジェンダーバ
イアス、隠れたカリキュラム、性的少数者へのまなざ
し、制度的支援の枠組み等を考える) 

同上 

 

スポーツ活動の意味（おもに体育系部活動について、
学校教師の負担と外部の専門家導入についての近年の
政策的対応、また地域スポーツクラブの在り方につい
ては諸外国の事例も比較検討する） 

同上および配布資料 

 
体罰問題の現在について考える（体罰問題の実情、体
罰容認論はどこから出てくるか、体罰解釈をめぐる公
的見解なども考察対象に加える） 

事前配布資料を予習 

 

社会階層と不平等問題に関する学校教育の問題(経済
状況の変化に対応する教育費負担と階層的不平等の問
題、ヨーロッパ型の階級社会における学校文化の問
題、アメリカ社会における人種・⺠族的不平等の問題
等) 

教科書該当部分を予習 

 
大学生の就活と学歴問題（学歴差別の問題、人材採用
と選抜過程における能力評価＝能力観について考え
る） 

同上および配布資料 

 
学校と地域の連携１（とらいやるウィーク(兵庫県)の
事例研究。地域の連携・協働が学校教育活動の中にど
のようにいかされているかを考える） 

事前配布資料を予習 

 

学校と地域の連携２(開かれた学校づくりのその他の
事例を紹介、検討し、 
地域の実情を踏まえた連携方法の提案を討論する） 
 

同上 

 
学校安全対策の現在（学校保健安全法の内容を基に、
学校で起こりうる事件、事故、災害等への対応がどの
ように必要かについて考える） 

同上 

 
学校の安全を実現するための提案（生活面、交通安
全、災害対策等、現在各地で展開されている実例を検
討する 

同上 

 

全体の振り返りと討論(もっとも関心をもったテーマ
を相互に紹介、 
さらに発展させるべき疑問などを話し合う） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC102-
a51 

2.科目名 教育社会学 ※遠隔 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 
人間心理学科専門科目 
教職選択科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 中学(英語) 
中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
現代の学校教育に関する社会的事項について、基礎的な知識を身につけるとともに、関連す
る諸課題を理解する。なお、学校と地域との連携に関する理解及び学校安全への対応に関す
る基礎知識も身に付ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）教育に関する社会的事項：社会の状況を理解し、その変化が学校教育にもたらす影響
とそこから生じる課題、ならびにそれに対応するための教育政策の動向を理解する。 
(1-1)学校を巡る近年の様々な状況の変化を理解している。 
(1-2)子供の生活の変化を踏まえた指導上の課題を理解している。 
(1-3)近年の教育政策の動向を理解している。 
(1-4)諸外国の教育事情や教育改革の動向を理解している。 
（２）学校と地域との連携：学校と地域との連携の意義や地域との協働の仕方について、取
り組み事例をふまえて理解する。 
( 

19.教科書・教材 
苅谷剛彦・濱名陽子・木村涼子・酒井朗『教育の社会学(新版)』（有斐閣、2010）ISBN978-
4-461-12400-4 
その他、追加資料を配布。 

20.参考文献 
加野芳正・藤村正司・浦田広朗『新説 教育社会学』(玉川大学出版部 2007) 
苅谷剛彦・志水宏吉編『学力の社会学』(岩波書店 2004) 
 

21.成績評価 
テキスト各章単位で小レポート 10 点×5 回・・・50 点 
期末レポート・・・50 点 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
いじめと不登校の現状(問題のとらえ方が時代ととも
に変化していること、定義の仕方によって、問題のと
らえ方自体が変化することを知る) 

教科書の該当部分を予習しておくこと(1-2h) 

 

いじめと不登校の日本的問題（現象のとらえ方によっ
て、制度的対応がどう変わるか、日本以外の国では、
いじめや不登校問題にどんな対応をしているか（フリ
ースクールやホームスクーリングの取り扱いの違い
等）を比較検討する） 

同上 

 
ネットと子どもの生活(ネットいじめ、SNS などを利
用したネット上の交流、授業での活用例等、情報化社
会が学校教育に与える影響について考える) 

同上 



 
子どもの社会化と親の影響（子どもの社会化過程で親
が及ぼす影響の大きさ、ペアレントクラシーが学業成
績に及ぼす影響などを考える） 

同上 

 
子育てにかかわる地域と育児産業の役割（学校と地域
の連携、地域の変容・担い手不在の現象、その代替物
としての育児産業の役割について考える） 

同上 

 
学校のジェンダー問題(教育に見られるジェンダーバ
イアス、隠れたカリキュラム、性的少数者へのまなざ
し、制度的支援の枠組み等を考える) 

同上 

 

スポーツ活動の意味（おもに体育系部活動について、
学校教師の負担と外部の専門家導入についての近年の
政策的対応、また地域スポーツクラブの在り方につい
ては諸外国の事例も比較検討する） 

同上および配布資料 

 
体罰問題の現在について考える（体罰問題の実情、体
罰容認論はどこから出てくるか、体罰解釈をめぐる公
的見解なども考察対象に加える） 

事前配布資料を予習 

 

社会階層と不平等問題に関する学校教育の問題(経済
状況の変化に対応する教育費負担と階層的不平等の問
題、ヨーロッパ型の階級社会における学校文化の問
題、アメリカ社会における人種・⺠族的不平等の問題
等) 

教科書該当部分を予習 

 
大学生の就活と学歴問題（学歴差別の問題、人材採用
と選抜過程における能力評価＝能力観について考え
る） 

同上および配布資料 

 
学校と地域の連携１（とらいやるウィーク(兵庫県)の
事例研究。地域の連携・協働が学校教育活動の中にど
のようにいかされているかを考える） 

事前配布資料を予習 

 

学校と地域の連携２(開かれた学校づくりのその他の
事例を紹介、検討し、 
地域の実情を踏まえた連携方法の提案を討論する） 
 

同上 

 
学校安全対策の現在（学校保健安全法の内容を基に、
学校で起こりうる事件、事故、災害等への対応がどの
ように必要かについて考える） 

同上 

 
学校の安全を実現するための提案（生活面、交通安
全、災害対策等、現在各地で展開されている実例を検
討する 

同上 

 

全体の振り返りと討論(もっとも関心をもったテーマ
を相互に紹介、 
さらに発展させるべき疑問などを話し合う） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC102-
y51 

2.科目名 教育社会学 （教職 3 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 
人間心理学科専門科目 
教職選択科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 中学(英語) 
中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
現代の学校教育に関する社会的事項について、基礎的な知識を身につけるとともに、関連す
る諸課題を理解する。なお、学校と地域との連携に関する理解及び学校安全への対応に関す
る基礎知識も身に付ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）教育に関する社会的事項：社会の状況を理解し、その変化が学校教育にもたらす影響
とそこから生じる課題、ならびにそれに対応するための教育政策の動向を理解する。 
(1-1)学校を巡る近年の様々な状況の変化を理解している。 
(1-2)子供の生活の変化を踏まえた指導上の課題を理解している。 
(1-3)近年の教育政策の動向を理解している。 
(1-4)諸外国の教育事情や教育改革の動向を理解している。 
（２）学校と地域との連携：学校と地域との連携の意義や地域との協働の仕方について、取
り組み事例をふまえて理解する。 
( 

19.教科書・教材 
苅谷剛彦・濱名陽子・木村涼子・酒井朗『教育の社会学(新版)』（有斐閣、2010）ISBN978-
4-461-12400-4 
その他、追加資料を配布。 

20.参考文献 
加野芳正・藤村正司・浦田広朗『新説 教育社会学』(玉川大学出版部 2007) 
苅谷剛彦・志水宏吉編『学力の社会学』(岩波書店 2004) 
 

21.成績評価 
テキスト各章単位で小レポート 10 点×5 回・・・50 点 
期末レポート・・・50 点 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
いじめと不登校の現状(問題のとらえ方が時代ととも
に変化していること、定義の仕方によって、問題のと
らえ方自体が変化することを知る) 

教科書の該当部分を予習しておくこと(1-2h) 

 

いじめと不登校の日本的問題（現象のとらえ方によっ
て、制度的対応がどう変わるか、日本以外の国では、
いじめや不登校問題にどんな対応をしているか（フリ
ースクールやホームスクーリングの取り扱いの違い
等）を比較検討する） 

同上 

 
ネットと子どもの生活(ネットいじめ、SNS などを利
用したネット上の交流、授業での活用例等、情報化社
会が学校教育に与える影響について考える) 

同上 



 
子どもの社会化と親の影響（子どもの社会化過程で親
が及ぼす影響の大きさ、ペアレントクラシーが学業成
績に及ぼす影響などを考える） 

同上 

 
子育てにかかわる地域と育児産業の役割（学校と地域
の連携、地域の変容・担い手不在の現象、その代替物
としての育児産業の役割について考える） 

同上 

 
学校のジェンダー問題(教育に見られるジェンダーバ
イアス、隠れたカリキュラム、性的少数者へのまなざ
し、制度的支援の枠組み等を考える) 

同上 

 

スポーツ活動の意味（おもに体育系部活動について、
学校教師の負担と外部の専門家導入についての近年の
政策的対応、また地域スポーツクラブの在り方につい
ては諸外国の事例も比較検討する） 

同上および配布資料 

 
体罰問題の現在について考える（体罰問題の実情、体
罰容認論はどこから出てくるか、体罰解釈をめぐる公
的見解なども考察対象に加える） 

事前配布資料を予習 

 

社会階層と不平等問題に関する学校教育の問題(経済
状況の変化に対応する教育費負担と階層的不平等の問
題、ヨーロッパ型の階級社会における学校文化の問
題、アメリカ社会における人種・⺠族的不平等の問題
等) 

教科書該当部分を予習 

 
大学生の就活と学歴問題（学歴差別の問題、人材採用
と選抜過程における能力評価＝能力観について考え
る） 

同上および配布資料 

 
学校と地域の連携１（とらいやるウィーク(兵庫県)の
事例研究。地域の連携・協働が学校教育活動の中にど
のようにいかされているかを考える） 

事前配布資料を予習 

 

学校と地域の連携２(開かれた学校づくりのその他の
事例を紹介、検討し、 
地域の実情を踏まえた連携方法の提案を討論する） 
 

同上 

 
学校安全対策の現在（学校保健安全法の内容を基に、
学校で起こりうる事件、事故、災害等への対応がどの
ように必要かについて考える） 

同上 

 
学校の安全を実現するための提案（生活面、交通安
全、災害対策等、現在各地で展開されている実例を検
討する 

同上 

 

全体の振り返りと討論(もっとも関心をもったテーマ
を相互に紹介、 
さらに発展させるべき疑問などを話し合う） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC103-
Y51 

2.科目名 社会学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 教員免許状 高校（公
⺠）、中学（社会） 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
第１回目の授業に出席した者に限ります。無断欠席の場合は、履修を取り消すことがありま
す。また、原則として「対面のみ」で授業を行います。履修登録が教室の収容人数を超えた
場合は、第 1 回授業出席者を優先します。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、21 世紀の日本社会が抱える問題について知るとともに、社会学のものの見
方・考え方になじむことを目的とします。 
【概要】社会の動向と自分の人生がどうあるべきかということは、あまり関係がないと思っ
ている人もいるかもしれません。しかし、人間が社会の中に存在し、社会に生きる限り、私
たちの人生と世界および日本の動向とは大いに関係しています。授業では、「常識を疑う」
「社会の謎を解く」「社会の未来を考える」という 3 つの観点から、身近な人間関係や社会
現象について、具体的なトピックスをあげながら、社会学的な視点から考えます。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の「多様性理解」の学修に関連してい
ます。 
①日頃当たり前と思っているような現象について、データをにもとづいて考え説明すること
ができる。 
②日本社会のさまざまな事象について理解し、その実態や背景を説明することができる。 
 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。必要に応じて、資料プリントを配付します。 

20.参考文献 
友枝敏雄他編『社会学で描く現代社会のスケッチ』（ファーストストステップ教養講座）み
らい、2019 年 
その他の参考文献は、適宜、紹介します。 

21.成績評価 

２回のレポートと授業中のまとめの問題およびワークシートをもとに総合的に行います。 
○第 1 回課題レポート⇒30％（目標①） 
○第 2 回課題レポート⇒30％（目標②） 
○まとめの問題⇒計 15％（目標①②） 
○ワークシート⇒計 25％（目標①②） 

22.コメント 

●遠隔授業（神⼾山手キャンパス発信・三木キャンパス受信）で行います。 
●WebClass と Zoom を併用を原則として授業を行います。パソコンとスマートフォン両方
を使います。 
 ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
●毎回、PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットを持参してください。 
●社会情勢（緊急事態宣言の再々発出など）により今後、授業の進め方が変更になるかもし
れません。 
 ご了承ください。 
●履修人数や構成メンバー、受講生の興味・関心により、授業の内容 

23.オフィスアワー 
【神⼾山手キャンパス】 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 



○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み（1320 研究室） 
※三木キャンパス受講生には、メール、WebClass、ZOOM（予約制）で質問等を受けつけ
ます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 9/26 

オリエンテーション：21 世紀の日本社会を生きる 
○授業の内容、進め方、評価など 
○世界社会の動向 
○日本社会のトレンド 
○大学で学ぶことの意味 

ワークシート 1 
復習：今回の復習 

第２回 10/3 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ１：友人とは誰のことか？① 
○あふれる親密性 
○友人関係の拡がり 
 

復習：今回の復習 

第３回 
10/17 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ１：友人とは誰のことか？② 
○親密性の光と陰 
○まとめの問題 1 

復習：今回の復習 
アサイメント：まとめの問題 1 
 

第４回 
10/24 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ２：「絆」を強くすれば自殺
は減るのか？① 
○「絆」と自殺―2 つの考え方 
○デュルケムの自殺論 

復習：今回の復習 
 

第５回 
10/31 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ２：「絆」を強くすれば自殺
は減るのか？② 
○社会統合と自殺 
○「絆」を超えて 
○まとめの問題 2 

復習：今回の復習 
アサイメント：まとめの問題 2 
 

第６回 11/7 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ３：男らしさ、女らしさと
は？① 
○男と女の境界線 
○LGBT 
○第 1 回レポート告知 

ワークシート 2 
復習：今回の復習 
 

第７回 
11/14 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ３：男らしさ、女らしさと
は？② 
○セックスとジェンダー 
○性別役割分業 
 

ワークシート 3 
復習：今回の復習 

第８回  
11/21 
 

Ⅱ「社会の謎を解く」テーマ：なぜいじめを止められ
ないのか？① 
○ありふれた出来事としてのいじめ 
○いじめの四層構造論 

復習：今回の復習 

第９回 
11/28 

Ⅱ「社会の謎を解く」テーマ：なぜいじめを止められ
ないのか？② 
○傍観者が生まれる仕組み 
○いじめを少なくするために 
○まとめの問題 3 

復習：今回の復習 
アサイメント：まとめの問題 3 

第１０回
12/5 

第 1 回レポート発表会 ワークシート 4 
第 1 回レポート提出 

第１１回 Ⅲ「社会の未来を考える」テーマ：「子どもの貧困」 復習：今回の復習 



12/12 にどう向き合うか？① 
○子どもの貧困とは 
○どのくらいの子どもが貧困なのか   
○第 2 回レポート告知 
 

第１２回 
12/19 

○Ⅲ「社会の未来を考える」テーマ：「子どもの貧
困」にどう向き合うか？② 
○格差と不平等 
○親の階層と機会の不平等 

復習：今回の復習 

第１３回 
1/16 

Ⅲ「社会の未来を考える」テーマ：「子どもの貧困」
にどう向き合うか？③ 
○子どもの貧困はどのようにして起こるのか 
○子どもの貧困を減らすために 

復習：今回の復習 

第１４回  
1/23 
 

第 2 回レポート発表会 
 

ワークシート 5 
第 2 回レポート提出 

第１５回 
1/30 
 

○授業のふり返りとまとめ 
○大学で学ぶことの意味  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC103-
m51 

2.科目名 社会学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 教員免許状 高校（公
⺠）、中学（社会） 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
第１回目の授業に出席した者に限ります。無断欠席の場合は、履修を取り消すことがありま
す。また、原則として「対面のみ」で授業を行います。履修登録が教室の収容人数を超えた
場合は、第 1 回授業出席者を優先します。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、21 世紀の日本社会が抱える問題について知るとともに、社会学のものの見
方・考え方になじむことを目的とします。 
【概要】社会の動向と自分の人生がどうあるべきかということは、あまり関係がないと思っ
ている人もいるかもしれません。しかし、人間が社会の中に存在し、社会に生きる限り、私
たちの人生と世界および日本の動向とは大いに関係しています。授業では、「常識を疑う」
「社会の謎を解く」「社会の未来を考える」という 3 つの観点から、身近な人間関係や社会
現象について、具体的なトピックスをあげながら、社会学的な視点から考えます。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の「多様性理解」の学修に関連してい
ます。 
①日頃当たり前と思っているような現象について、データをにもとづいて考え説明すること
ができる。 
②日本社会のさまざまな事象について理解し、その実態や背景を説明することができる。 
 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。必要に応じて、資料プリントを配付します。 

20.参考文献 
友枝敏雄他編『社会学で描く現代社会のスケッチ』（ファーストストステップ教養講座）み
らい、2019 年 
その他の参考文献は、適宜、紹介します。 

21.成績評価 

２回のレポートと授業中のまとめの問題およびワークシートをもとに総合的に行います。 
○第 1 回課題レポート⇒30％（目標①） 
○第 2 回課題レポート⇒30％（目標②） 
○まとめの問題⇒計 15％（目標①②） 
○ワークシート⇒計 25％（目標①②） 

22.コメント 

●遠隔授業（神⼾山手キャンパス発信・三木キャンパス受信）で行います。 
●WebClass と Zoom を併用を原則として授業を行います。パソコンとスマートフォン両方
を使います。 
 ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
●毎回、PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットを持参してください。 
●社会情勢（緊急事態宣言の再々発出など）により今後、授業の進め方が変更になるかもし
れません。 
 ご了承ください。 
●履修人数や構成メンバー、受講生の興味・関心により、授業の内容 

23.オフィスアワー 
【神⼾山手キャンパス】 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 



○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み（1320 研究室） 
※三木キャンパス受講生には、メール、WebClass、ZOOM（予約制）で質問等を受けつけ
ます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 9/26 

オリエンテーション：21 世紀の日本社会を生きる 
○授業の内容、進め方、評価など 
○世界社会の動向 
○日本社会のトレンド 
○大学で学ぶことの意味 

ワークシート 1 
復習：今回の復習 

第２回 10/3 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ１：友人とは誰のことか？① 
○あふれる親密性 
○友人関係の拡がり 
 

復習：今回の復習 

第３回 
10/17 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ１：友人とは誰のことか？② 
○親密性の光と陰 
○まとめの問題 1 

復習：今回の復習 
アサイメント：まとめの問題 1 
 

第４回 
10/24 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ２：「絆」を強くすれば自殺
は減るのか？① 
○「絆」と自殺―2 つの考え方 
○デュルケムの自殺論 

復習：今回の復習 
 

第５回 
10/31 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ２：「絆」を強くすれば自殺
は減るのか？② 
○社会統合と自殺 
○「絆」を超えて 
○まとめの問題 2 

復習：今回の復習 
アサイメント：まとめの問題 2 
 

第６回 11/7 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ３：男らしさ、女らしさと
は？① 
○男と女の境界線 
○LGBT 
○第 1 回レポート告知 

ワークシート 2 
復習：今回の復習 
 

第７回 
11/14 

Ⅰ「常識を疑う」テーマ３：男らしさ、女らしさと
は？② 
○セックスとジェンダー 
○性別役割分業 
 

ワークシート 3 
復習：今回の復習 

第８回  
11/21 
 

Ⅱ「社会の謎を解く」テーマ：なぜいじめを止められ
ないのか？① 
○ありふれた出来事としてのいじめ 
○いじめの四層構造論 

復習：今回の復習 

第９回 
11/28 

Ⅱ「社会の謎を解く」テーマ：なぜいじめを止められ
ないのか？② 
○傍観者が生まれる仕組み 
○いじめを少なくするために 
○まとめの問題 3 

復習：今回の復習 
アサイメント：まとめの問題 3 

第１０回
12/5 

第 1 回レポート発表会 ワークシート 4 
第 1 回レポート提出 

第１１回 Ⅲ「社会の未来を考える」テーマ：「子どもの貧困」 復習：今回の復習 



12/12 にどう向き合うか？① 
○子どもの貧困とは 
○どのくらいの子どもが貧困なのか   
○第 2 回レポート告知 
 

第１２回 
12/19 

○Ⅲ「社会の未来を考える」テーマ：「子どもの貧
困」にどう向き合うか？② 
○格差と不平等 
○親の階層と機会の不平等 

復習：今回の復習 

第１３回 
1/16 

Ⅲ「社会の未来を考える」テーマ：「子どもの貧困」
にどう向き合うか？③ 
○子どもの貧困はどのようにして起こるのか 
○子どもの貧困を減らすために 

復習：今回の復習 

第１４回  
1/23 
 

第 2 回レポート発表会 
 

ワークシート 5 
第 2 回レポート提出 

第１５回 
1/30 
 

○授業のふり返りとまとめ 
○大学で学ぶことの意味  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC104-
M51 

2.科目名 社会階層と文化 （社会学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 聶蕙菁 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 高校（公⺠）中学（社会）
副専攻（平等を考える） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
本授業では，私たちが住む社会における格差の問題について学んでいきます。身近な題材を
通して，自らの置かれた立場や，他者の立場を理解したうえで，すべての人が共生できる社
会について考えていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・社会階層と文化の結びつきは，いかに社会的不平等の問題と関連しているのかを，学問
的，理論的に正しく理解することができる。 
・日常生活における私たちの意識的,無意識的に経験する文化的な差異が，いかに社会階層に
よる不平等問題と結びついているのかを，個々の実体験を踏まえながら議論することで，社
会問題をより身近なものとして考えることができる。 
・社会におけるいわゆるマイノリティの人々が直面する社会的問題について理解し，社会問
題の解決策を考えることができる。 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 

・小レポート（＝毎時間配布するワークシートへの取り組み）＝45％ 
※ワークシートの記述内容によっては加点有 
・最終レポート＝55％ 
※受講人数や受講生の取り組み状況に応じて、プレゼン発表を最終課題とする場合もある。 

22.コメント 

本授業は講義を中心に進めつつ，ワークシートを用いた自身の考えを記入し、他者と意見を
共有することを通して私たちの身近に潜む「格差と平等」に関する社会問題について考えて
いきます。よって本授業では，①授業のルールを守りながら，積極的に授業に参加する，②
他者の考えを聞き，協力して学ぼうとする意欲のある学生を求めます。 
また，受講者のみなさんの興味関心によって，選択的に最終課題としてプレゼン発表をして
もらうことを考えています。 

23.オフィスアワー 授業前後に適宜お声がけください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

イントロダクション 
・社会の多様性について考える。 
・身近な問題関心から，社会の何によって人々の意識
や行為が分化（層化）する 
のか考える。  
 

 

第 2 回 

社会階層とは何か 
・社会階層についての基本的な考え方について紹介す
る。 
・社会において社会階層が存在していることの意義や
問題点について考える。 

 

第 3 回 学歴について考える  



・学歴によってどのような社会階層が生じ，何が問題
となるのか考える。 

第 4 回 

教育格差について考える①（学力問題） 
・学歴と関わりの深い社会階層が，どのように形成さ
れるのかを学校教育を通して考える。 
・学校教育における学力格差の視点から，社会におい
てどのように階層が形成されるのか考える。 
・どのような人が低学力傾向にあるのかという視点か
ら，社会階層を不平等の問題として考える。 

 

第 5 回 

教育格差について考える②（社会移動の問題） 
・社会移動とは何を意味するのか，社会階層との関わ
りを含めた基本的な考え方について学ぶ。 
・学校選択制や私学入試から，社会移動がどのような
人々によってなされるのか考える 

 

第 6 回 

男女平等について考える 
・社会階層について性別の視点から考える。 
・性別による社会進出のなされかた，就業体系がどの
ように異なるのか，その背景にある問題を含めて考え
る。 
・性別による育児休業の取得率が異なる理由について
考え，よりよい社会的制度設計について考える。 

 

第 7 回 

セクシャルマイノリティについて考える 
・女性，男性という性別分類では捉えきれない多様な
性のあり方について考える。 
・女性，男性だけでなく，セクシャルマイノリティを
含めたすべての性の人々を包摂する社会には何が必要
なのか考える。 

 

第 8 回 

セクシャルマイノリティについて考える（学校教育の
視点から） 
・学校現場においてセクシャルマイノリティの課題が
どのように表出しているのか考える。 
・学校教育の何をどのように変えていけば，すべての
性の子どもたちが過ごしやすい学校環境となるのか考
える。 

 

第 9 回 

子どもの貧困について考える 
・子どもの貧困問題は，子どもたちや子どもたちが大
人になってからどのような困難をもたらし，社会階層
の形成に結びつくのか考える。 
・子どもの貧困問題を解消していくためには，どのよ
うな政策や学校での取り組みが必要なのか考える。 

 

第 10 回 

家族のかたちについて考える 
・現代の家族のかたちと社会階層がどのように結びつ
いているのか考える。 
・多様な家族のあり方が認められていく社会がどのよ
うに実現するのか考える。 

 

第 11 回 
エスニックマイノリティについて考える 
・「日本人」「外国人」という社会階層について考え
る。 

 



・学校現場に外国にルーツをもつ子どもたちが多く在
籍するようになった背景について考える。 
・外国にルーツをもつ子どもたちが学校教育のどのよ
うな面で難しさに直面するのか考える。 

第 12 回 

コロナ禍がもたらす影響について考える 
・社会階層間の差 
・マイノリティグループが抱える困難 
 

 

第 13 回 
課題準備日 
・最終課題にむけた準備を行う。 

レポート課題、プレゼン課題に関わるもの 

第 14 回 
プレゼン発表 
・グループで取り組んだ社会階層と文化に関わるテー
マについて発表する。 

発表資料の提出 

第 15 回 まとめ 最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC104-
M52 

2.科目名 社会階層と文化 3.単位数 2 

4.授業担当教員 聶蕙菁 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 高校（公⺠）中学（社会）
副専攻（平等を考える） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業では，私たちが住む社会における格差の問題について，学問的，理論的に学んでいき
ます。身近な題材を 
通して，自らの置かれた立場や，他者の立場を理解したうえで，すべての人が共生できる社
会について考えていき 
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・社会階層と文化の結びつきは，いかに社会的不平等の問題と関連しているのかを，学問
的，理論的に正しく理解 
することができる。 
・日常生活における私たちの意識的,無意識的に経験する文化的な差異が，いかに社会階層に
よる不平等問題と 
結びついているのかを，個々の実体験を踏まえながら議論することで，社会問題をより身近
なものとして考えることができる。 
・社会におけるいわゆるマイノリティの人々が直面する社会的問題について理解し，社会問
題の解決策を考えることができる。 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 

・小レポート（＝毎時間配布するワークシートへの取り組み）＝45％ 
※ワークシートの記述内容によっては加点有 
・最終レポート＝55％ 
※受講人数や受講生の取り組み状況に応じて、プレゼン発表を最終課題とする場合もある。 

22.コメント 

本授業は講義を中心に進めつつ，ワークシートを用いた自身の考えを記入し、他者と意見を
共有することを通して 
私たちの身近に潜む「格差と平等」に関する社会問題について考えていきます。よって本授
業では，①授業のルー 
ルを守りながら，積極的に授業に参加する，②他者の考えを聞き，協力して学ぼうとする意
欲のある学生を求めます。 
また，受講者のみなさんの興味関心によって，選択的に最終課題としてプレゼン発表をして
もらうことを考えています。 

23.オフィスアワー 授業前後に適宜お声がけください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

イントロダクション 
・学校教育を例に社会階層とはどのようなものか考え
る。 
・身近な問題関心から，社会の何によって人々の意識
や行為が分化（層化）する 
のか考える。 

 



第 2 回 

社会階層とは何か 
・社会階層についての基本的な考え方について紹介す
る。 
・社会において社会階層が存在していることの意義や
問題点について考える。 

 

第 3 回 
学歴について考える 
・学歴によってどのような社会階層が生じ，何が問題
となるのか考える。 

 

第 4 回 

教育格差について考える①（学力問題） 
・学歴と関わりの深い社会階層が，どのように形成さ
れるのかを学校教育を通 
して考える。 
・学校教育における学力格差の視点から，社会におい
てどのように階層が形成 
されるのか考える。 
・どのような人が低学力傾向にあるのかという視点か
ら，社会階層を不平等の 
問題として考える。 

 

第 5 回 

教育格差について考える②（社会移動の問題） 
・社会移動とは何を意味するのか，社会階層との関わ
りを含めた基本的な考え 
方について学ぶ。 
・学校選択制や私学入試から，社会移動がどのような
人々によってなされるの 
か考える 

 

第 6 回 

男女平等について考える 
・社会階層について性別の視点から考える。 
・性別による社会進出のなされかた，就業体系がどの
ように異なるのか，その背 
景にある問題を含めて考える。 
・性別による育児休業の取得率が異なる理由について
考え，よりよい社会的制 
度設計について考える。 

 

第 7 回 

セクシャルマイノリティについて考える 
・女性，男性という性別分類では捉えきれない多様な
性のあり方について考え 
る。 
・女性，男性だけでなく，セクシャルマイノリティを
含めたすべての性の人々を 
包摂する社会には何が必要なのか考える。 

 

第 8 回 

セクシャルマイノリティについて考える（学校教育の
視点から） 
・学校現場においてセクシャルマイノリティの課題が
どのように表出しているのか考える。 
・学校教育の何をどのように変えていけば，すべての
性の子どもたちが過ごし 
やすい学校環境となるのか考える。 

 

第 9 回 子どもの貧困について考える  



・子どもの貧困問題は，子どもたちや子どもたちが大
人になってからどのよう 
な困難をもたらし，社会階層の形成に結びつくのか考
える。 
・子どもの貧困問題を解消していくためには，どのよ
うな政策や学校での取り 
組みが必要なのか考える。 

第１０回 

家族のかたちについて考える 
・現代の家族のかたちと社会階層がどのように結びつ
いているのか考える。 
・多様な家族のあり方が認められていく社会がどのよ
うに実現するのか考える。 

 

第１１回 

エスニックマイノリティについて考える 
・「日本人」「外国人」という社会階層について考え
る。 
・学校現場に外国にルーツをもつ子どもたちが多く在
籍するようになった背景について考える。 
・外国にルーツをもつ子どもたちが学校教育のどのよ
うな面で難しさに直面するのか考える。 

 

第１２回 

コロナ禍がもたらす影響について考える 
・社会階層間の差 
・マイノリティグループが抱える困難 
 

 

第 13 回 課題準備日 
・最終課題にむけた準備を行う。 

レポート課題，プレゼン課題に関 
わるもの。 

第 14 回 
プレゼン発表 
・グループで取り組んだ社会階層と文化に関わるテー
マについて発表する。 

発表資料の提出 

第１５回 まとめ 最終レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC105-
Y51 

2.科目名 社会学基礎Ⅰ （留） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 友枝敏雄、杉本泰子 

5.授業科目の区分 社会学部社会学科 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義中心に進めますが、講義の途中で学生
さんに質問して答えてもらうという質疑応
答をおこないます。基礎知識は不要です
が、日々のニュースや社会で起こっている
ことを考えるきっかけにしてもらいます。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
大学で学ぶことの意味は何でしょうか。この問いをあらためて考えることを出発点にして、
社会科学の一分野としての社会学および社会学的な見方を理解する。さらに個別のトピック
を通して、現代社会を観察し、分析する能力を習得する。 
概要： 
つぎの 3 つのテーマについて、15 回の授業で学習する。 
各回の授業テーマについては、各回の授業内容のところに記しているので、そこを参照する
こと。 
Ⅰ 社会学へのスタート 
Ⅱ 現代社会のアスペクト−個別のトピックを通して学ぶ− 
Ⅲ 社会学の起源 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目を学習すると、以下のような知識が身につきます。 
1．大学で学ぶことの意味 
2．大学の学問分野が人文科学、社会科学、自然科学の 3 つから構成されていること。 
3．社会の 4 つの領域が何であるのか。 
4．社会現象を客観的に捉えるための工夫。 
5．「フリーター」「ボランティア行為」「オタク」といった言葉の意味や、「日本人の宗教
観」についての知識。 
6．近代⻄欧における社会学の誕生、社会変動の趨勢についての知識。 
 

19.教科書・教材 友枝敏雄･山田真茂留･平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』、みらい、2019 年 
20.参考文献 授業のなかで必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

授業中の質疑応答（20％） 
授業最後の１０分に書く「本日の授業内容の感想とコメント」（20％） 
中間レポート（30％） 
期末レポート（30％） 

22.コメント 

授業での質疑応答では、大きな声で答えて下さい。 
皆さんの前で、自分の考えをまとめた上で、きちんと発表し説明する訓練の場にしたいと思
います。 
毎回、授業の最後の１０分で、「本日の授業内容の感想とコメント」を書いてもらいます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 Ⅰ  社会学へのスタート  テキスト序章の予習 



 1．イントロダクション 
第 2 回 2．世界社会の動向と日本社会の動向 テキスト序章の予習 

第 3 回 
3. 大学で学ぶことの意味 
 テキスト序章の予習 

第 4 回 
4. 大学の学問分野−人文科学、社会科学、自然科学
− 
 

配付資料の予習 

第 5 回 
5．社会科学のなかの社会学−政治学、経済学、社会
学− 配付資料の予習 

第 6 回 6．社会学の研究対象としての社会の 4 つの領域 配付資料の予習 
第 7 回 7．社会現象を客観的に捉えることはできるのか 配付資料の予習 

第 8 回 
Ⅱ現代社会のアスペクト−個別のトピックから学ぶ− 
8．友人とは誰のことか？ 

テキスト第１章の予習/中間レポートの提出 

第 9 回 9．「絆」を強くすれば自殺は減るのか？ テキスト第２章の予習 
第 10 回 10．美容整形のきっかけとは？ テキスト第３章の予習 
第 11 回 11．日本人は宗教を信じていないのか？ テキスト第４章の予習 

第 12 回 
12．「未熟」な若者がフリーターやニートになるの
か？ 

テキスト第５章の予習 

第 13 回 
13. 日本人がオリンピックで日本代表を応援するの
は当たり前か？ 

テキスト第６章の予習 

第 14 回 14．「いい人」がボランティアになるのか？ テキスト第７章の予習 
第 15 回 15．「オタク」は孤独か テキスト第８章の予習/期末レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC106-
Y51 

2.科目名 社会学基礎Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 友枝敏雄 

5.授業科目の区分 社会学部社会学科 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義中心に進めますが、講義の途中で学生
さんに質問して答えてもらうという質疑応
答をおこないます。基礎知識は不要です
が、日々のニュースや社会で起こっている
ことを考えるきっかけにしてもらいます。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
個別のトピックを通して現代社会を観察し、分析する能力を習得する。日本社会がかかえる
問題点を考察し、将来社会を構想するための糸口をさがす。 
概要： 
つぎの 2 つのテーマについて、15 回の授業で学習する。 
各回の授業テーマについては、各回の授業内容のところに記しているので、そこを参照する
こと。 
Ⅰ 社会の謎を解く−現代日本社会におけるさまざまな疑問について考える− 
Ⅱ 社会の未来を考える−社会問題の解決とのぞましい社会の構想− 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目を学習すると、以下のような知識が身につきます。 
1．未婚化･少子化のトレンドについての知識。 
2．ネット上での「炎上」についてどう考えるのか。 
3．原子力発電をどう考えたらよいのか。 
4．格差と不平等のトレンドについての知識。 
5．「子どもの貧困」と「人口減少」についての知識。 
6．将来社会をどう構想するのか。 
 

19.教科書・教材 友枝敏雄･山田真茂留･平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』、みらい、2019 年 
20.参考文献 授業のなかで必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

授業中の質疑応答（20％） 
授業最後の１０分に書く「本日の授業内容の感想とコメント」（20％） 
中間レポート（30％） 
期末レポート（30％） 

22.コメント 

授業での質疑応答では、大きな声で答えて下さい。 
皆さんの前で、自分の考えをまとめた上で、きちんと発表し説明する訓練の場にしたいと思
います。 
毎回、授業の最後の１０分で、「本日の授業内容の感想とコメント」を書いてもらいます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

Ⅰ  社会の謎を解く−現代日本社会におけるさまざま
な疑問について考える− 
1．なぜ「スマイル」は 0 円なのか？ 

テキスト第９章の予習 



第 2 回 2．なぜ結婚する人が減っているのか？ テキスト第１０章の予習 

第 3 回 3.  なぜいじめを止められないのか？ 
 

テキスト第１１章の予習 

第 4 回 
4.  なぜ若者は SNS にはまるのか？ 
 

テキスト第１２章の予習 

第 5 回 5.  なぜ原発は東京にないのか？ テキスト第１３章の予習 
第 6 回 6.  なぜ「家族」を求めるのか？ テキスト第１４章の予習 
第 7 回 7．なぜネット上で「炎上」が生じるのか？ テキスト第１５章の予習 

第 8 回 8．なぜ＜体育会系＞は就活で人気なのか？ 
テキスト第１６章の予習/中間レポートの提
出 

第 9 回 
Ⅱ 社会の未来を考える−社会問題の解決とのぞまし
い社会の構想− 
9．「格差と不平等」にどう向きあうか？ 

テキスト第１７章の予習 

第 10 回 10．「子ども」の貧困にどう向き合うか？ テキスト第１８章の予習 
第 11 回 11．「地球環境問題」にどう向き合うか？ テキスト第１９章の予習 
第 12 回 12．「大規模災害」にどう向き合うか？ テキスト第２０章の予習 

第 13 回 
13. 「人口減少」は地域社会をどう変えるか？ 
 

テキスト第２１章の予習 

第 14 回 14．「移⺠」は社会をどう変えるか？ テキスト第２２章の予習 

第 15 回 15．21 世紀における社会と公共性 テキスト第２３章の予習/期末レポートの提
出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC106-
Y52 

2.科目名 社会学基礎Ⅱ （留） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 友枝敏雄、杉本泰子 

5.授業科目の区分 社会学部社会学科 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義中心に進めますが、講義の途中で学生
さんに質問して答えてもらうという質疑応
答をおこないます。基礎知識は不要です
が、日々のニュースや社会で起こっている
ことを考えるきっかけにしてもらいます。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
個別のトピックを通して現代社会を観察し、分析する能力を習得する。日本社会がかかえる
問題点を考察し、将来社会を構想するための糸口をさがす。 
概要： 
つぎの 2 つのテーマについて、15 回の授業で学習する。 
各回の授業テーマについては、各回の授業内容のところに記しているので、そこを参照する
こと。 
Ⅰ 社会の謎を解く−現代日本社会におけるさまざまな疑問について考える− 
Ⅱ 社会の未来を考える−社会問題の解決とのぞましい社会の構想− 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目を学習すると、以下のような知識が身につきます。 
1．未婚化･少子化のトレンドについての知識。 
2．ネット上での「炎上」についてどう考えるのか。 
3．原子力発電をどう考えたらよいのか。 
4．格差と不平等のトレンドについての知識。 
5．「子どもの貧困」と「人口減少」についての知識。 
6．将来社会をどう構想するのか。 
 

19.教科書・教材 友枝敏雄･山田真茂留･平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』、みらい、2019 年 
20.参考文献 授業のなかで必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

授業中の質疑応答（20％） 
授業最後の１０分に書く「本日の授業内容の感想とコメント」（20％） 
中間レポート（30％） 
期末レポート（30％） 

22.コメント 

授業での質疑応答では、大きな声で答えて下さい。 
皆さんの前で、自分の考えをまとめた上で、きちんと発表し説明する訓練の場にしたいと思
います。 
毎回、授業の最後の１０分で、「本日の授業内容の感想とコメント」を書いてもらいます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

Ⅰ  社会の謎を解く−現代日本社会におけるさまざま
な疑問について考える− 
1．なぜ「スマイル」は 0 円なのか？ 

テキスト第９章の予習 



第 2 回 2．なぜ結婚する人が減っているのか？ テキスト第１０章の予習 

第 3 回 3.  なぜいじめを止められないのか？ 
 

テキスト第１１章の予習 

第 4 回 
4.  なぜ若者は SNS にはまるのか？ 
 

テキスト第１２章の予習 

第 5 回 5.  なぜ原発は東京にないのか？ テキスト第１３章の予習 
第 6 回 6.  なぜ「家族」を求めるのか？ テキスト第１４章の予習 
第 7 回 7．なぜネット上で「炎上」が生じるのか？ テキスト第１５章の予習 

第 8 回 8．なぜ＜体育会系＞は就活で人気なのか？ 
テキスト第１６章の予習/中間レポートの提
出 

第 9 回 
Ⅱ 社会の未来を考える−社会問題の解決とのぞまし
い社会の構想− 
9．「格差と不平等」にどう向きあうか？ 

テキスト第１７章の予習 

第 10 回 10．「子ども」の貧困にどう向き合うか？ テキスト第１８章の予習 
第 11 回 11．「地球環境問題」にどう向き合うか？ テキスト第１９章の予習 
第 12 回 12．「大規模災害」にどう向き合うか？ テキスト第２０章の予習 

第 13 回 
13. 「人口減少」は地域社会をどう変えるか？ 
 

テキスト第２１章の予習 

第 14 回 14．「移⺠」は社会をどう変えるか？ テキスト第２２章の予習 

第 15 回 15．21 世紀における社会と公共性 テキスト第２３章の予習/期末レポートの提
出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC107-
Y51 

2.科目名 社会調査論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

社会調査に関する基礎的な知識と、調査結果の読解能力の習得を目指す。講義の前半では調
査の種類とそれぞれの特性、情報の取扱いにつ いての注意事項などを理解することにあて
る。後半では官庁統計やマーケティングデータなどさまざまな統計資料に触れ、高度な読解
能力を身 につける。最終的にはレポートとして調査の設計をすることによって、学んだス
キルの定着をはかり、高度なリサーチ・リテラシーの習得を目指す 。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①社会調査に必要なスキルを身につけ、調査を行うことができる。 
②調査結果をまとめ、プレゼンテーションする能力を身につける。 

19.教科書・教材 伊達平和・高田聖治『社会調査法』学術図書出版社、2020 
20.参考文献  

21.成績評価 

小レポート５０％ 
期末レポート５０％ 
量的調査の調査票及び質問文を作ることができる…30 点 ［学習目標①に対応］ 
質的調査の技術やテクニックを身につけることができる…20 点 ［学習目標①に対応］ 
データを適切に加工することができる。20 点 ［学習目標①に対応］ 
ワードやエクセルを使って適切な資料を作成できる…30 点 ［学習目標②に対応］ 
 

22.コメント 適宜質問を受け付けるので、積極的に発言するように。 
23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［講義］導入 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 2 回】 ［講義］社会調査とは 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 3 回】 ［講義］社会調査の歴史 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 4 回】 ［講義］質的調査と量的調査 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 5 回】 ［講義］調査の倫理 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 



【第 6 回】 ［講義］報告書の読み方(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 7 回】 ［講義］報告書の読み方(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 8 回】 ［講義］文献・情報検索 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 9 回】 ［講義］データの問題点を探る(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 10 回】 ［講義］データの問題点を探る(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 11 回】 ［講義］データの問題点を探る(3) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 12 回】 ［講義］国勢調査を読む 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 13 回】 ［講義］官庁統計を読む(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 14 回】 ［講義］官庁統計を読む(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 15 回】 まとめ 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC107-
Y52 

2.科目名 社会調査論 （留） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一、杉本泰子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 留学生を対象とする。 

17.授業の目的と概要 

社会調査に関する基礎的な知識と、調査結果の読解能力の習得を目指す。講義の前半では調
査の種類とそれぞれの特性、情報の取扱いにつ いての注意事項などを理解することにあて
る。後半では官庁統計やマーケティングデータなどさまざまな統計資料に触れ、高度な読解
能力を身 につける。最終的にはレポートとして調査の設計をすることによって、学んだス
キルの定着をはかり、高度なリサーチ・リテラシーの習得を目指す 。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①社会調査に必要なスキルを身につけ、調査を行うことができる。 
②調査結果をまとめ、プレゼンテーションする能力を身につける。 

19.教科書・教材 伊達平和・高田聖治『社会調査法』学術図書出版社、2020 
20.参考文献  

21.成績評価 

小レポート５０％ 
期末レポート５０％ 
量的調査の調査票及び質問文を作ることができる…30 点 ［学習目標①に対応］ 
質的調査の技術やテクニックを身につけることができる…20 点 ［学習目標①に対応］ 
データを適切に加工することができる。20 点 ［学習目標①に対応］ 
ワードやエクセルを使って適切な資料を作成できる…30 点 ［学習目標②に対応］ 
 

22.コメント 適宜質問を受け付けるので、積極的に発言するように。 
23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［講義］導入 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 2 回】 ［講義］社会調査とは 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 3 回】 ［講義］社会調査の歴史 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 4 回】 ［講義］質的調査と量的調査 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 5 回】 ［講義］調査の倫理 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 



【第 6 回】 ［講義］報告書の読み方(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 7 回】 ［講義］報告書の読み方(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 8 回】 ［講義］文献・情報検索 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 9 回】 ［講義］データの問題点を探る(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 10 回】 ［講義］データの問題点を探る(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 11 回】 ［講義］データの問題点を探る(3) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 12 回】 ［講義］国勢調査を読む 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 13 回】 ［講義］官庁統計を読む(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 14 回】 ［講義］官庁統計を読む(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 15 回】 まとめ 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC109-
Y51 

2.科目名 情報社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

テレビや携帯電話にパソコン、新聞やラジオなど、私たちの生活は数多くのメディアに囲ま
れ、それらを介して私たちは膨大な量の情報に接している。こうした社会はしばしば「情報
社会」と呼ばれ、それは現代社会を特徴付ける大きな要因のひとつとなっている。本講義で
は、過去から今日に至るまでのメディアの発展およびその研究動向を概括し、その上で今日
のメディア状況、私たちの生活においてメディアが果たす役割について考え、情報社会を生
きぬくための知恵や方法を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①情報社会の進展について理解を深め、必要なメディアリテラシーを高める。 
②情報機器端末を効率的に使用できる。 
③複眼的な視座で情報選別ができる。 
④個人情報の適切な管理ができる。 

19.教科書・教材 辻泉・南田勝也・土橋臣吾編『メディア社会論』有斐閣 
20.参考文献  

21.成績評価 小レポート（50 点） [学習目標①②に対応］ 
期末試験（50 点） [学習目標②③④に対応］ 

22.コメント パワーポイントを利用した講義形式。印刷物を配付する。 
23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［講義］はじめに 復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 2 回】 ［講義］メディア社会論のために 復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 3 回】 
［講義］ネットワーク化の来歴──メディアがつない
できたもの 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 4 回】 
［講義］モバイル・デバイスの来歴──場所感覚の喪
失と創出 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 5 回】 
［講義］コンテンツ・メディアの来歴──ソリッドな
スター／リキッドなアイドル 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 6 回】 ［講義］ソーシャル・メディアの功罪──SNS 的つ
ながりの実相 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 7 回】 
［講義］デジタル・コンテンツの功罪──データ化し
た音楽作品とその価値 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 8 回】 
［講義］ネット広告の功罪──監視社会と消費行動へ
の自由① 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 9 回】 ［講義］ネット広告の功罪──監視社会と消費行動へ 復習:今回の復習及び授業ノートの整理  



の自由② 予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 10 回】 ［講義］ユビキタス／ビッグデータの功罪──「わた
し」という閉域，「みんな」の可視化 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 11 回】 ［講義］メディア社会の構想：再帰化 
復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 12 回】 
［講義］変わりゆくリアリティ──二項対立から多項
対立の時代へ 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 13 回】 ［講義］変わりゆくコンテンツ──鑑賞からプレイへ 
復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 14 回】 ［講義］変わりゆくテクノロジー──分断された「わ
たし」からモバイルな社会性へ 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 15 回】 ［講義］おわりに−総括試験 
復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC110-
Y51 

2.科目名 地域社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業の目的は地域について社会学的に捉えることにある。地域で生活することは私たち
にとってごく当たり前であるように見えて、そうではない。私たちが出会う人は限定的であ
り、それだけで成り立ってしまう。しかし、社会に出たとき、私たちは地域の諸課題につい
て無関心ではいられない。 
 そこで本授業では地域について受講者にとって身近な問題から、将来関与することになる
だろう問題まで幅広く扱う。そして地域課題に対して、当事者のひとりとして参与できる素
養を育てる。 
 ほぼすべての授業で「ワークショップ」を行うことを念頭に登録してください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP のうち「社会的貢献性」「多様性理解」「問題発見・解決力」と結びついてい
る。 
学修目標は以下の通りである。 
（１）地域の社会課題を具体的に提示することができる（問題発見・解決力） 
（２）地域における多様なアクターについて説明することができる（多様性理解） 
（３）現代の都市におけるコミュニティ問題について提示することができる（問題発見・解
決力 
（４）地域社会の変容について説明することができる（多様性理解） 
（５）地域の社会課題を社会学的に説明することができる（問題発見・解決力） 
（６）地域の社会課 

19.教科書・教材 適時提示する 
20.参考文献 適時提示する 

21.成績評価 
（１）ディスカッションペーパー（毎回）・・・30% 
（２）問題発見ペーパー（５回）・・・30％ 
（３）地域課題レポート・・・40% 

22.コメント 

地域を社会学的に考える。あまりピンと来ないかもしれませんね。ですが、地域は否応なく
私たちが参与するものです。将来、みなさん自身の課題を解決するためにも助けになりま
す。なによりみなさん自身が地域の主体となり、社会に参与していくことを私は期待してい
ます。そうした積極性を本授業は歓迎します。 

23.オフィスアワー 後日追記します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 地域とはなにか―地域を捉える視点 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（１）を記入する。 

第 2 回 社会関係資本の力ー地域を捉えるために 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 3 回 地域に関わることはめんどうなことか？−地域と社会
の関係 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 4 回 日本の「地域」ー集団、ネットワーク、制度 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（２）を記入する。 



第 5 回 地域を考える必要性ー歴史、調査 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 6 回 
共に生きるという目標ーまちづくり、防災、高齢化、
共生 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 7 回 地域社会と福祉ー高齢者の増加を地域は支えられる
か？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（３）を記入する。 

第 8 回 
地域社会と職ーグローバル化する社会における地域
は、衰退する宿命にあるか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 9 回 
地域社会と教育ー子どもは家族だけで育てられるか？
学校の役割は？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（４）を記入する。 

第 10 回 
地域社会と外国人ー増加する外国人は私たちの地域に
とってどのような存在か？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 11 回 地域社会と無縁ー孤立するひとびとを自己責任と切っ
て捨てるのか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 12 回 地域と市⺠活動ーボランティア活動は善意だけで成り
立つか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（５）を記入する。 

第 13 回 地域と起業ー「地域」で食べていくことは可能か？ 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 14 回 
地域と共生社会ー私たちはどのように手を取り合って
生きていくか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 

第 15 回 
地域の課題と、あなたの将来ー私たちはなにができる
のか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC203-
Y51 

2.科目名 社会調査論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 社会調査論Ⅰ 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

社会調査論Ⅱの目的は、社会調査論Ⅰの学習内容をふまえ、調査企画・設計、サンプリング
から実施、収集したデータ・資料を整理するに至る諸方法を学び、それを身につけることで
ある。そのために、学生同士でグループワークを行い、実際に質問紙調査を企画する。加え
て、フィールドワークとフィールドノートの理解も深め、社会調査の設計と実施方法に係わ
る、一連の科学的手続きを系統的に学ぶものである。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 ①社会調査の設計から実施、分析まで、実際の作業工程を理解する。 
 ②社会調査の集計結果を批判的に読むことができる。 
 ③与えられたテーマに関する社会調査を企画、設計できる。 
    ④社会調査における重要な専門用語についてまとめ、説明できる。 
 

19.教科書・教材 
大谷信介他編 『新・社会調査へのアプローチ』 ミネルヴァ書房 2013 年 
 ※「社会調査論Ⅰ」と同じテキスト。 
 

20.参考文献 

佐藤郁哉 『フィールドワーク 【増訂版】』 新曜社 2006 年 
栗田宣義編 『データブック／社会学』 川島書店 1999 年 
栗田宣義編 『メソッド／社会学』 川島書店 1996 年 
 ※この他、授業内で適宜紹介する。 
 

21.成績評価 

■ レジュメ作成・発表  20% 学習目標①②④に対応、(評価点 12%以上が合格最低ライ
ン) 
 評価基準 担当箇所のレジュメ作成(10％) と発表(10％) 
  レジュメ作成：担当箇所がポイントを押さえて簡潔に要約されているか、10 点満点で
評価する。 
  レジュメ発表：受講者にわかりやすく担当箇所を解説できるか、10 点満点で評価す
る。 
■専門用語解説課題 40%   学習目標①④に対応、(評価点 24%以上が合格最低ライン) 
 専門用語の個数、選択基準、まとめ方、レポートの形式の 4 つの観点それぞれについて 

22.コメント 
社会調査士資格関連科目ですが、資格を取得しない方でも社会調査に興味のある人は歓迎し
ます。ただし、社会調査論Ⅰを修得後、履修して下さい。特に、卒業研究で質問紙調査を考
えている人には、おすすめの科目です。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
「オリエンテーション」（授業の進め方、「社会調査論
Ⅰ」の復習） 

○次回学修するテーマについて、テキストで
予習し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 



【第 2 回】 「調査目的と調査企画」 

○前回学修した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学修するテーマについて、テキストで予
習し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 

【第 3 回】 「調査方法」 

○授業外個人作業１ 「調査方法」について
調べる。前回学修した範囲から重要な用語を
抜き出し、まとめておく。 
（120 分） 

【第 4 回】 「サンプリング①」（全数調査と標本調査） 
○授業外個人作業２ 「サンプリング①」
（全数調査と標本調査）について確かめる。
（120 分） 

【第 5 回】 
「サンプリング②」（無作為抽出と標本誤差、サンプ
リングの諸方法） 

○授業外個人作業３ 「サンプリング②」
（無作為抽出と標本誤差、サンプリングの諸
方法）について確かめる。（120 分） 

【第 6 回】 「調査企画、調査方法、サンプリングに関するまとめ 

○前回学修した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学修するテーマについて、テキストで予
習し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 

【第 7 回】 「調査設計と仮説構成」 ◎授業外グループワーク（120 分） 
【第 8 回】 「仮説と作業仮説」 ◎授業外グループワーク（120 分） 

【第 9 回】 「質問紙の作成①」（作業仮説とワーディング） ◎授業外グループワーク:発表の練習を行う
（120 分） 

【第１0 回】 「質問紙の作成②」（グループワークの成果発表） ◎授業外グループワーク（120 分） 

【第１1 回】 「調査の実施方法①」（質問紙調査） 
○授業外個人作業４ 「調査の実施方法①」
（質問紙調査）について調べる。（120 分） 

【第１2 回】 
「調査データの整理①」（コーディング、データクリ
ーニング、コードブック、基礎集計 

○授業外個人作業５ 「調査データの整理
①」（コーディング、データクリーニング、
コードブック、基礎集計）について確かめ
る。（120 分） 

【第１3 回】 
「調査の実施方法②」（インタビューとフィールドワ
ーク） 

○授業外個人作業６ 調査の実施方法②」
（インタビューとフィールドワーク）につい
て調べる。（120 分） 

【第１4 回】 「調査データの整理②」（フィールドノートの作成） 
◎授業外グループワーク:調査計画書の作成
と発表（120 分） 

【第１5 回】 調査計画の発表と計画書提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC203-
m51 

2.科目名 社会調査論Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 社会調査論Ⅰ 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

社会調査論Ⅱの目的は、社会調査論Ⅰの学習内容をふまえ、調査企画・設計、サンプリング
から実施、収集したデータ・資料を整理するに至る諸方法を学び、それを身につけることで
ある。そのために、学生同士でグループワークを行い、実際に質問紙調査を企画する。加え
て、フィールドワークとフィールドノートの理解も深め、社会調査の設計と実施方法に係わ
る、一連の科学的手続きを系統的に学ぶものである。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 ①社会調査の設計から実施、分析まで、実際の作業工程を理解する。 
 ②社会調査の集計結果を批判的に読むことができる。 
 ③与えられたテーマに関する社会調査を企画、設計できる。 
    ④社会調査における重要な専門用語についてまとめ、説明できる。 
 

19.教科書・教材 
大谷信介他編 『新・社会調査へのアプローチ』 ミネルヴァ書房 2013 年 
 ※「社会調査論Ⅰ」と同じテキスト。 
 

20.参考文献 

佐藤郁哉 『フィールドワーク 【増訂版】』 新曜社 2006 年 
栗田宣義編 『データブック／社会学』 川島書店 1999 年 
栗田宣義編 『メソッド／社会学』 川島書店 1996 年 
 ※この他、授業内で適宜紹介する。 
 

21.成績評価 

■ レジュメ作成・発表  20% 学習目標①②④に対応、(評価点 12%以上が合格最低ライ
ン) 
 評価基準 担当箇所のレジュメ作成(10％) と発表(10％) 
  レジュメ作成：担当箇所がポイントを押さえて簡潔に要約されているか、10 点満点で
評価する。 
  レジュメ発表：受講者にわかりやすく担当箇所を解説できるか、10 点満点で評価す
る。 
■専門用語解説課題 40%   学習目標①④に対応、(評価点 24%以上が合格最低ライン) 
 専門用語の個数、選択基準、まとめ方、レポートの形式の 4 つの観点それぞれについて 

22.コメント 
社会調査士資格関連科目ですが、資格を取得しない方でも社会調査に興味のある人は歓迎し
ます。ただし、社会調査論Ⅰを修得後、履修して下さい。特に、卒業研究で質問紙調査を考
えている人には、おすすめの科目です。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
「オリエンテーション」（授業の進め方、「社会調査論
Ⅰ」の復習） 

○次回学修するテーマについて、テキストで
予習し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 



【第 2 回】 「調査目的と調査企画」 

○前回学修した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学修するテーマについて、テキストで予
習し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 

【第 3 回】 「調査方法」 

○授業外個人作業１ 「調査方法」について
調べる。前回学修した範囲から重要な用語を
抜き出し、まとめておく。 
（120 分） 

【第 4 回】 「サンプリング①」（全数調査と標本調査） 
○授業外個人作業２ 「サンプリング①」
（全数調査と標本調査）について確かめる。
（120 分） 

【第 5 回】 
「サンプリング②」（無作為抽出と標本誤差、サンプ
リングの諸方法） 

○授業外個人作業３ 「サンプリング②」
（無作為抽出と標本誤差、サンプリングの諸
方法）について確かめる。（120 分） 

【第 6 回】 「調査企画、調査方法、サンプリングに関するまとめ 

○前回学修した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学修するテーマについて、テキストで予
習し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 

【第 7 回】 「調査設計と仮説構成」 ◎授業外グループワーク（120 分） 
【第 8 回】 「仮説と作業仮説」 ◎授業外グループワーク（120 分） 

【第 9 回】 「質問紙の作成①」（作業仮説とワーディング） ◎授業外グループワーク:発表の練習を行う
（120 分） 

【第１0 回】 「質問紙の作成②」（グループワークの成果発表） ◎授業外グループワーク（120 分） 

【第１1 回】 「調査の実施方法①」（質問紙調査） 
○授業外個人作業４ 「調査の実施方法①」
（質問紙調査）について調べる。（120 分） 

【第１2 回】 
「調査データの整理①」（コーディング、データクリ
ーニング、コードブック、基礎集計 

○授業外個人作業５ 「調査データの整理
①」（コーディング、データクリーニング、
コードブック、基礎集計）について確かめ
る。（120 分） 

【第１3 回】 
「調査の実施方法②」（インタビューとフィールドワ
ーク） 

○授業外個人作業６ 調査の実施方法②」
（インタビューとフィールドワーク）につい
て調べる。（120 分） 

【第１4 回】 「調査データの整理②」（フィールドノートの作成） 
◎授業外グループワーク:調査計画書の作成
と発表（120 分） 

【第１5 回】 調査計画の発表と計画書提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC206-
Y51 

2.科目名 データ解析Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学専攻・データサイエンス専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士 E 科目 11.先修条件 基礎統計学、社会統計学、データ解析 I に
合格していることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、調査データの分析で用いられる多変量解析法について学びます。とくに、重
回帰分析をはじめとした代表的な計量モデルを理解し、データに応じて分析手法やモデルを
選択できるようになることを目指します。 
【概要】 
授業では、計量モデルの意味や目的を学ぶだけでなく、統計解析ソフトを用いたデータ分析
も経験します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は、DP（3）専門的知識・技能の活用力と関連しています 
1）多変量解析を用いる必要性について、変数の交絡の観点から理解する 
2）重回帰分析の基本的な知識を身につけ、字際に分析できる 
3）ロジスティック回帰分析およびマルチレベル分析の意味を理解する 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します。 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します 

21.成績評価 
以下の課題は学習目標 1〜3 のすべてと対応しています 
分析練習の課題…10%×5 
期末レポート…50% 

22.コメント 応用的な分析スキルが身に付きます。積極的な参加を期待しています 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション・変数の統制のおさらい 授業内容の復習（90 分） 
2 偏相関係数と三次元クロス表 授業内容の復習（90 分） 
3 分散分析と交互作用効果 授業内容の復習（90 分） 

4 三次元クロス表と分散分析の実習 
授業内容の復習（90 分） 
分析練習① 

5 回帰分析のおさらいと重回帰分析の導入 授業内容の復習（90 分） 

6 
重回帰分析の基礎（偏回帰係数、標準化回帰係数、決
定係数、ダミー変数など） 

授業内容の復習（90 分） 

7 重回帰分析の実習（1） 
授業内容の復習（90 分） 
分析練習② 

8 重回帰分析とモデル選択（AIC） 授業内容の復習（90 分） 

9 重回帰分析の実習（2） 
授業内容の復習（90 分） 
分析練習③ 

10 ロジスティック回帰分析の基礎 授業内容の復習（90 分） 



11 ロジスティック回帰分析の実習 
授業内容の復習（90 分） 
分析練習④ 

12 マルチレベル分析の基礎 授業内容の復習（90 分） 

13 マルチレベル分析の実習 
授業内容の復習（90 分） 
分析練習⑤ 

14 総合分析練習（1） 
授業内容の復習（90 分） 
期末レポート 

15 総合分析練習（2） 
授業内容の復習（90 分） 
期末レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC209-
Y51 

2.科目名 現代社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科・人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 教員免許状 高校（公
⺠）、中学（社会） 

11.先修条件 「社会学概論」を履修済であることが望ま
しい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義（一部演習を含む） 

16.履修制限 
三木キャンパス受講者もあわせて 30 名以内。原則として、第１回の授業に出席した者に限
ります。履修者が多い場合は、1 回目の授業で抽選を行います。 
 

17.授業の目的と概要 

テーマ：ジェンダー・ギャップについて考える 
 「ジェンダー・ギャップ」とは、男女の違いで生じている格差や観念に寄り生み出された
不平等のことを指します。2021 年 9 月、世界のリーダーに影響力を持つ世界経済フォーラ
ムが発表した「ジェンダー・ギャップ指数」において、日本は 153 カ国中 121 位でした。
ランキングこそ前年より１上がったものの、スコア・順位とも横ばいという状況です。先進
国の中では最低の水準であり、日本は男女格差の大きい国として位置づけられます。授業で
は、「日本で男女格差が縮まらない理由」について学びます。その上で、ジェンダー平等な
社会の実現に向けて私たちにできることを考え、提案することを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の DP（ディプロマ・ポリシー））は、「問題発見・解決力」の学修に関連していま
す。 
①日本で男女格差が縮まらない理由について説明することができる。 
②ジェンダー平等な社会の実現のために、私たちができることを提案することができる。 

19.教科書・教材 
治部れんげ『「男女格差後進国」の衝撃：無意識のジェンダー・バイアスを克服する』小学
館（小学館新書）、2020 年 

20.参考文献 適宜、紹介します。 

21.成績評価 

第Ⅰ部 
○テキストの要約・感想(7 回）⇒計 35％（目標①） 
○グループ発表 1（要約・感想）（2 回）⇒計 30％（目標①） 
第Ⅱ部 
○グループ課題（発表・プレゼン資料）⇒25％（目標②） 
○ワークシート（第 15 回）⇒10％ 

22.コメント 

○遠隔授業（神⼾山手キャンパス発信・三木キャンパス受信）で行います。 
○今後、新型コロナウイルス感染拡大が予想されるため、ZOOM を使って授業を行います。 
（グループワーク、プレゼン等も ZOOM を使って実施します。） 
○WebClass と Zoom を併用を原則として授業を行います。パソコンとスマートフォン両方
を使います。 
○ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
○PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットを持参してください。 
○ジェンダーをめぐる問題に関心のあ 

23.オフィスアワー 
【神⼾山手キャンパス】 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み（1 号館 3 階 1320 研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 
○オリエンテーション（授業の進め方、教科書、評価
等について） 
○テキスト「はじめに」 

○持参するもの：ノートパソコン、イヤホン
もしくはヘッドセット（以下、毎回） 
○予習：テキスト１章の精読 

第２回 

第Ⅰ部 ジェンダー・ギャップの実情とその背景につ
いて知る 
テーマ：日本のジェンダー・ギャップ指数は先進国で
最下位① 
 ○グループ分け 
 ○ワーク：第 1 章の輪読、内容の整理 

○発表準備（担当グループ） 

第３回 
テーマ：日本のジェンダー・ギャップ指数は先進国で
最下位② 
 ○第 1 章の発表およびふり返り 

○復習：今回の復習 
○予習：テキスト第 2 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第４回 
テーマ：G20 で世界のリーダーが重視する「ジェン
ダー平等」 
 。ワーク：第 2 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第１章の要約・感想 
○ノートＰＣ持参（以下毎回） 
○予習：第 3 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第５回 
テーマ：「ジェンダー」を知っていますか 
 ○テキスト第 3 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第２章の要約・感想 
○予習：テキスト第 4 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第６回 
テーマ：ジェンダー・ギャップと地域 
 ○テキスト第 4 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第３章の要約・感想 
○予習：テキスト第４章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第７回 
テーマ：無意識のジェンダー・バイアスを克服する 
 ○テキスト第 5 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 4 章の要約・感想 
○予習：テキスト第 6 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第８回 
テーマ：ジェンダーと経営 
 ○テキスト第 6 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 5 章の要約・感想 
○予習：テキスト第 7 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第９回 
テーマ：ジェンダー平等と家庭 
 ○テキスト第 7 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 6 章の要約・感想 
○予習：テキスト第 8 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 
 

第１０回 
テーマ：ジェンダー平等を作るのはあなた 
 ○テキスト第 8 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 7 章の要約・感想 
 

第１１回 
第Ⅱ部：ジェンダー平等な社会の実現に向けて 
テーマ：問題の整理、課題の設定 
 。ワーク：グループで取り上げる課題を決定する 

○アサイメント：とりあげた課題に関する資
料を収集しておく  
 

第１２回 
テーマ：資料の収集、整理、分析 
 。ワーク：グループで資料を収集・整理して、切り
口を検討する 

○アサイメント：収集した資料を整理して切
り口を決めておく 

第１３回 
テーマ：資料の分析、考察 
 ○ワーク：収集・整理した資料を分析し、考察を加
える 

○アサイメント：収集した資料を分析・考察
を完成させておく 

第１４回 
テーマ：発表資料の作成、発表準備 
 ○ワーク：グループで発表に向けての準備を行う 

○アサイメント：次週にで発表できるように
準備しておく 

第１５回 
○テーマ：グループ課題の発表（プレゼンテーショ
ン） 

○提出物：グループ課題 
○提出物：ワークシート（個人） 



○全体のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC209-
m51 

2.科目名 現代社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科・人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 教員免許状 高校（公
⺠）、中学（社会） 

11.先修条件 「社会学概論」を履修済であることが望ま
しい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義（一部演習を含む） 

16.履修制限 
三木キャンパス受講者もあわせて 30 名以内。原則として、第１回の授業に出席した者に限
ります。履修者が多い場合は、1 回目の授業で抽選を行います。 
 

17.授業の目的と概要 

テーマ：ジェンダー・ギャップについて考える 
 「ジェンダー・ギャップ」とは、男女の違いで生じている格差や観念に寄り生み出された
不平等のことを指します。2021 年 9 月、世界のリーダーに影響力を持つ世界経済フォーラ
ムが発表した「ジェンダー・ギャップ指数」において、日本は 153 カ国中 121 位でした。
ランキングこそ前年より１上がったものの、スコア・順位とも横ばいという状況です。先進
国の中では最低の水準であり、日本は男女格差の大きい国として位置づけられます。授業で
は、「日本で男女格差が縮まらない理由」について学びます。その上で、ジェンダー平等な
社会の実現に向けて私たちにできることを考え、提案することを目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の DP（ディプロマ・ポリシー））は、「問題発見・解決力」の学修に関連していま
す。 
①日本で男女格差が縮まらない理由について説明することができる。 
②ジェンダー平等な社会の実現のために、私たちができることを提案することができる。 

19.教科書・教材 
治部れんげ『「男女格差後進国」の衝撃：無意識のジェンダー・バイアスを克服する』小学
館（小学館新書）、2020 年 

20.参考文献 適宜、紹介します。 

21.成績評価 

第Ⅰ部 
○テキストの要約・感想(7 回）⇒計 35％（目標①） 
○グループ発表 1（要約・感想）（2 回）⇒計 30％（目標①） 
第Ⅱ部 
○グループ課題（発表・プレゼン資料）⇒25％（目標②） 
○ワークシート（第 15 回）⇒10％ 

22.コメント 

○遠隔授業（神⼾山手キャンパス発信・三木キャンパス受信）で行います。 
○今後、新型コロナウイルス感染拡大が予想されるため、ZOOM を使って授業を行います。 
（グループワーク、プレゼン等も ZOOM を使って実施します。） 
○WebClass と Zoom を併用を原則として授業を行います。パソコンとスマートフォン両方
を使います。 
○ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
○PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットを持参してください。 
○ジェンダーをめぐる問題に関心のあ 

23.オフィスアワー 
【神⼾山手キャンパス】 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み（1 号館 3 階 1320 研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 
○オリエンテーション（授業の進め方、教科書、評価
等について） 
○テキスト「はじめに」 

○持参するもの：ノートパソコン、イヤホン
もしくはヘッドセット（以下、毎回） 
○予習：テキスト１章の精読 

第２回 

第Ⅰ部 ジェンダー・ギャップの実情とその背景につ
いて知る 
テーマ：日本のジェンダー・ギャップ指数は先進国で
最下位① 
 ○グループ分け 
 ○ワーク：第 1 章の輪読、内容の整理 

○発表準備（担当グループ） 

第３回 
テーマ：日本のジェンダー・ギャップ指数は先進国で
最下位② 
 ○第 1 章の発表およびふり返り 

○復習：今回の復習 
○予習：テキスト第 2 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第４回 
テーマ：G20 で世界のリーダーが重視する「ジェン
ダー平等」 
 。ワーク：第 2 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第１章の要約・感想 
○ノートＰＣ持参（以下毎回） 
○予習：第 3 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第５回 
テーマ：「ジェンダー」を知っていますか 
 ○テキスト第 3 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第２章の要約・感想 
○予習：テキスト第 4 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第６回 
テーマ：ジェンダー・ギャップと地域 
 ○テキスト第 4 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第３章の要約・感想 
○予習：テキスト第４章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第７回 
テーマ：無意識のジェンダー・バイアスを克服する 
 ○テキスト第 5 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 4 章の要約・感想 
○予習：テキスト第 6 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第８回 
テーマ：ジェンダーと経営 
 ○テキスト第 6 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 5 章の要約・感想 
○予習：テキスト第 7 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 

第９回 
テーマ：ジェンダー平等と家庭 
 ○テキスト第 7 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 6 章の要約・感想 
○予習：テキスト第 8 章の精読 
○発表準備（担当グループ） 
 

第１０回 
テーマ：ジェンダー平等を作るのはあなた 
 ○テキスト第 8 章の発表およびふり返り 

○提出物：テキスト第 7 章の要約・感想 
 

第１１回 
第Ⅱ部：ジェンダー平等な社会の実現に向けて 
テーマ：問題の整理、課題の設定 
 。ワーク：グループで取り上げる課題を決定する 

○アサイメント：とりあげた課題に関する資
料を収集しておく  
 

第１２回 
テーマ：資料の収集、整理、分析 
 。ワーク：グループで資料を収集・整理して、切り
口を検討する 

○アサイメント：収集した資料を整理して切
り口を決めておく 

第１３回 
テーマ：資料の分析、考察 
 ○ワーク：収集・整理した資料を分析し、考察を加
える 

○アサイメント：収集した資料を分析・考察
を完成させておく 

第１４回 
テーマ：発表資料の作成、発表準備 
 ○ワーク：グループで発表に向けての準備を行う 

○アサイメント：次週にで発表できるように
準備しておく 

第１５回 
○テーマ：グループ課題の発表（プレゼンテーショ
ン） 

○提出物：グループ課題 
○提出物：ワークシート（個人） 



○全体のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC210-
Y51 

2.科目名 データ解析 （1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 
心理学統計法を履修していることが望まし
い 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
教室のサイズ、教育効果を踏まえ、履修者を 30 名ほどに制限します。 
人数が多い場合、初回出席者の履修登録者の中から抽選を行います。 
なお、社会調査士資格取得希望者、産業心理学専攻生を優先します。 

17.授業の目的と概要 

・心理学統計法（心理統計学）の内容を前提としている。 
つまり、変数と仮説についての考え方ができ、かつ、二変量解析（クロス集計・平均値の比
較・相関分析）の考え方と SPSS 等の統計ソフトの操作と記述ができることを前提としてい
る。 
・本講義では、実際の社会調査データを用いて、多変量解析（因子分析・重回帰分析）の考
え方と SPSS 等の統計ソフトの操作と記述の仕方を習得する。 
・多変量解析を用いたレポート作成を指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力、の学修に関連
しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
与えられた課題に対し、特定の科学的データ収集を設計・実施できるようになる。 
統計ソフトを活用して、2 種類の多変量解析（具体的には、因子分析、重回帰分析）を行
い、分析結果からどういうことがいえるのかをエクセル、ワードなどを駆使して表現できる
ようになる。 
社会調査データを多変量解析し、その結果をもとにレポートを作成ができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する。 

20.参考文献 小塩真司 SPSS と Amos による心理･調査データ解析---因子分析・共分散構造分析まで 
東京図書 

21.成績評価 
・平常課題：50%（5%×10）・・・・・・授業で学習した内容に関する演習問題を課す。 
・最終レポート 50%・・・実際の社会調査データを多変量解析により分析してレポートを作
成。 

22.コメント 
★注意★ 
・心理学統計法（心理統計学）（春学期）を履修していることが望まれます。 
・毎回課題が出されますし、欠席するとついてこれなくなります。 

23.オフィスアワー 水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
 授業概要の説明を行う 

心理学研究法、心理統計学で学んだことを復
習しておく 

第 2 回 
心理統計学（データ解析Ⅰ）の復習を行う。 
 平均値の差の検定、相関分析 

授業課題を進める。 

第 3 回 
平均値の比較、相関分析から因子分析へ 
 因子分析とはどのような分析法か説明し、実践す
る。 

授業課題を進める 



第 4 回 
因子分析の基本① 
 考え方、用語、操作を説明する 

因子分析とは何か、用語を復習する。 
課題を進める。 

第 5 回 
因子分析の基本②―結果の読み方、解釈 
  因子数の決め方を理解し、実践する。 課題をすすめる。 

第 6 回 
因子分析の応用―因子得点、合成変数 
 因子分析→因子の得点を算出し、その後の分析をす
る。 

因子分析の結果の記述を復習する。 
課題をすすめる。 

第 7 回 
重回帰分析の基本①−考え方、用語、操作 
 重回帰分析とは何か、キーワードを理解し、重回帰
分析を実施する。 

重回帰分析とは何か、キーワードを復習し、
重回帰分析を実施する。 

第 8 回 
重回帰分析の基本②−結果の読み方、記述 
  結果の解釈をし、結果を文章化する 結果を文章化する課題をすすめる。 

第 9 回 重回帰分析の応用①―重回帰モデルと説明力 
 様々な形で、重回帰分析を活用する。 

分析課題をすすめる。 

第 10 回 重回帰分析の応用②―ファイルの分割による比較 
 様々な形で、重回帰分析を活用する。 

重回帰分析の概念、方法を復習する。 

第 11 回 
重回帰分析と分散分析①  
 分散分析を説明し、と重回帰分析との違いを学ぶ。 

分散分析について復習する。 

第 12 回 
重回帰分析と分散分析②  
 分散分析を実施する。 分析課題を進める。 

第 13 回 
最終課題①：課題の説明 
 学んだ多変量解析を駆使してレポートを作成する。 最終課題をすすめる 

第 14 回 最終課題②：分析と結果の記述 
 学んだ多変量解析を駆使してレポートを作成する。 

最終課題をすすめる 

第 15 回 
最終課題③：提出 
 これまでのふりかえりと授業アンケートの実施 

これまでの分析を復習し、卒業研究での分析
を想定する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC210-
Y52 

2.科目名 データ解析 （2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 心理統計学（心理学統計法）を履修してい
ることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
教室のサイズ、教育効果を踏まえ、履修者を 30 名ほどに制限します。 
人数が多い場合、初回出席者の履修登録者の中から抽選を行います。 
なお、社会調査士資格取得希望者、産業心理学専攻生を優先します。 

17.授業の目的と概要 

・心理学統計法（心理統計学）の内容を前提としている。 
つまり、変数と仮説についての考え方ができ、かつ、二変量解析（クロス集計・平均値の比
較・相関分析）の考え方と SPSS 等の統計ソフトの操作と記述ができることを前提としてい
る。 
・本講義では、実際の社会調査データを用いて、多変量解析（因子分析・重回帰分析）の考
え方と SPSS 等の統計ソフトの操作と記述の仕方を習得する。 
・多変量解析を用いたレポート作成を指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

与えられた課題に対し、特定の科学的データ収集を設計・実施できるようになる。 
統計ソフトを活用して、2 種類の多変量解析（具体的には、因子分析、重回帰分析）を行
い、分析結果からどういうことがいえるのかをエクセル、ワードなどを駆使して表現できる
ようになる。 
社会調査データを多変量解析し、その結果をもとにレポートを作成ができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する。 

20.参考文献 
小塩真司 SPSS と Amos による心理･調査データ解析---因子分析・共分散構造分析まで 
東京図書 

21.成績評価 
・平常課題：50%（5%×10）・・・・・・授業で学習した内容に関する演習問題を課す。 
・最終レポート 50%・・・実際の社会調査データを多変量解析により分析してレポートを作
成。 

22.コメント 
★注意★ 
・心理学統計法（心理統計学）（春学期）を履修していることが望まれます。 
・毎回課題が出されますし、欠席するとついてこれなくなります。 

23.オフィスアワー 水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
 授業概要の説明を行う 

心理学研究法、心理統計学で学んだことを復
習しておく 

第 2 回 心理統計学（データ解析Ⅰ）の復習を行う。 
 平均値の差の検定、相関分析 

授業課題を進める。 

第 3 回 
平均値の比較、相関分析から因子分析へ 
 因子分析とはどのような分析法か説明し、実践す
る。 

授業課題を進める 

第 4 回 因子分析の基本① 
 考え方、用語、操作を説明する 

因子分析とは何か、用語を復習する。 
課題を進める。 

第 5 回 
因子分析の基本②―結果の読み方、解釈 
  因子数の決め方を理解し、実践する。 

課題をすすめる。 



第 6 回 
因子分析の応用―因子得点、合成変数 
 因子分析→因子の得点を算出し、その後の分析をす
る。 

因子分析の結果の記述を復習する。 
課題をすすめる。 

第 7 回 
重回帰分析の基本①−考え方、用語、操作 
 重回帰分析とは何か、キーワードを理解し、重回帰
分析を実施する。 

重回帰分析とは何か、キーワードを復習し、
重回帰分析を実施する。 

第 8 回 
重回帰分析の基本②−結果の読み方、記述 
  結果の解釈をし、結果を文章化する 

結果を文章化する課題をすすめる。 

第 9 回 
重回帰分析の応用①―重回帰モデルと説明力 
 様々な形で、重回帰分析を活用する。 

分析課題をすすめる。 

第 10 回 
重回帰分析の応用②―ファイルの分割による比較 
 様々な形で、重回帰分析を活用する。 重回帰分析の概念、方法を復習する。 

第 11 回 重回帰分析と分散分析①  
 分散分析を説明し、と重回帰分析との違いを学ぶ。 

分散分析について復習する。 

第 12 回 重回帰分析と分散分析②  
 分散分析を実施する。 

分析課題を進める。 

第 13 回 
最終課題①：課題の説明 
 学んだ多変量解析を駆使してレポートを作成する。 

最終課題をすすめる 

第 14 回 
最終課題②：分析と結果の記述 
 学んだ多変量解析を駆使してレポートを作成する。 最終課題をすすめる 

第 15 回 
最終課題③：提出 
 これまでのふりかえりと授業アンケートの実施 

これまでの分析を復習し、卒業研究での分析
を想定する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC211-
Y51 

2.科目名 文化資源の活用と保全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
本科目は、多様な文化資源を対象とするツーリズムの構造と特徴、および観光によるインパ
クトと文化遺産の観光マネジメントを理解し、説明できるようになることを目的としていま
す。 
【科目の概要】 
人類の⻑い歴史のなかで創り出されてきた歴史的・文化的な事物は、現代社会において観光
のための「資源」として活用されています。本科目では、多様な文化資源の類型を学んだう
えで、特に世代をこえて継承されてきた文化遺産を対象とするツーリズムについて学んでい
きます。ヘリテージ・ツーリズムと呼ばれる“遺産観光”が行われるなかで、貴重な遺産をど
のように守り、活かして後世に伝えていくことが出来るか。この授業では、文化遺産の意義
と保全の難しさ、およびツーリズムインパクトについて学び、保全と活用のバランスについ
て理解します。 
本科目を通じて身につけた文化遺産の持続可能な観光活用の知識とスキルは、旅行業および
地域振興にとって有意義なものとなるでしょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP の学修に関連しています。 
(3) 多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力 （多様性理解）：自分とは異なる考え方
や価値観を尊重し、多様な社会的・文化的背景を受け容れながら行動できる。 
(4）問題発見・解決力：様々な社会的・文化的な現象について科学的な視点から理解し、根
拠にもとづいた解決のための提案ができる。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 多様な文化資源の類型とその特徴について説明できる。 
②文化資源の類型に応じた観光活用の手法とそのメリット・デメ 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

藤木庸介（編著）『生きている文化遺産と観光―住⺠によるリビングヘリテージの継承』学
芸出版社、2010 年 
Dallen J. Timothy, Cultural Heritage and Tourism: An Introduction, Channel View Books, 
2011 

21.成績評価 

評価の方法と採点は以下の通りです。 
・授業中のコメントシート・・・・20%   【学習目標①②③④に対応】 
・確認試験・・・・・30%   【学習目標①②③④に対応】 
・総括試験・・・・・50%    【学習目標①②③④に対応】 

22.コメント 
実際に世界遺産を訪れて、授業の内容を振り返りつつ見学すると、より理解が深まります。 
また、多様な文化に対する多様な観方を共有するためにも、意見交換の場では積極的に発言
してください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：⽕曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義：ヘリテージとヘリテージツーリズムについて 

準備学習：関連文献を読む（120 分） 
 

【第 2 回】 
講義：文化資源を対象とする観光の概念と歴史 
ディスカッション：なぜ人は文化遺産を求めるのか？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 3 回】 
講義：多様な文化資源を対象とするツーリズム 
グループワーク：文化遺産が提供する経験とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 4 回】 
講義：文化遺産を対象とするヘリテージツーリズムと
その 3 つの側面 
ディスカッション：文化遺産の「商品化」とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 5 回】 講義：ヘリテージツーリズムの構造と課題 
ディスカッション：観光が与える影響とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 6 回】 
講義：ヘリテージツーリズムの対象としての文化遺産 
グループワーク：文化遺産の類型と観光への適性 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 7 回】 
講義：文化遺産の脆弱性：有形遺産 
グループワーク：因果関係を考える 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 8 回】 
講義：文化遺産の脆弱性：無形遺産 
【確認試験】前半の内容の理解度を確認（60 分） 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 9 回】 
講義：ツーリズムインパクト（１）：ポジティブな影
響 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 10 回】 

講義：ツーリズムインパクト（２）：ネガティブな影
響 
ディスカッション：観光は文化遺産にとってプラスか
マイナスか 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 11 回】 
講義：観光による文化遺産の変化とその主体 
グループワーク：ツーリズムインパクトの主因はなに
か？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 12 回】 講義：文化資源の観光マネジメントの考え方 
準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 13 回】 
講義：文化遺産のリスクアセスメント 
グループワーク：白川郷のリスクアセスメント 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 14 回】 
講義：文化資源を活かした観光の原則 
ディスカッション：文化遺産の観光活用の意味 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 15 回】 総括試験 
これまでの授業を振り返り、ノートをまとめ
ておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC212-
Y51 

2.科目名 自然資源の活用と保全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本科目は、グリーン（村落・農村・田園・カントリーサイド・自然・ルーラル）な空間を
対象とするツーリズムについて学ぶ授業です。グリーンな空間は、近年、観光資源としての
活用のありかたが注目されています。本科目を通じて身につけたグリーンな農村空間の持続
可能な観光活用の知識とスキルは、旅行業および地域振興にとって有意義なものとなること
をめざします。 
【概要】 
 この授業では、生業に関わるグリーンな空間が、ツーリズムの対象とされ、利用され、消
費され、開発されることによってひきおこされる農村のインパクトについて、世界と日本の
事例から学び、保全と活用のバランスについて理解します。 
 本授業は、自然資源を活用するグリーンツーリズム論を通して、2022 年度の観光学科の
テーマ「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」ことにア
プローチします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP の学修に関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ。 
本科目の学習目標 

19.教科書・教材 教科書は特に指定しない。教材資料は、webclass で、配布します。 

20.参考文献 
マイケル・ウッズ（2018)『ルーラル：農村とは何か』農林統計出版 
筒井一伸編(2021)『田園回帰がひらく新しい都市農山村関係』ナカニシヤ出版など 
そのほか、授業中にたくさん紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と採点は以下の通りです。 
・授業中のコメントシート（授業内レポート）・・・・20%   【学習目標①②③に対
応】 
・授業中の発表・・・・20%   【学習目標①②③に対応】 
・中間試験・・・・・２0%   【学習目標①②③に対応】 
・総括試験・・・・・４0%    【学習目標①②③に対応】 
授業中のコメントシート、確認試験・統括試験の記述部分と発表は、ルーブリック評価で採
点します。 

22.コメント 
実際に農業体験などツーリズムの対象となっている日本の農村空間を訪れて、授業の内容を
ふりかえりつつ見学すると、より理解が深まります。 
また、村落社会の生業に関わる歴史・景観・文化に対する多様な視点を共有するためにも、



意見交換の場では積極的に発言してください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義：農村・農村性・田舎・田園とグリーンツーリ
ズムについて 

準備学習：関連文献を読む（120 分） 
 

【第 2 回】 

講義：グリーンツーリズムの概念と歴史 
ディスカッション：都市に住む人々にとっての農村
（村落・田舎・田園・ルーラル）とは？、農村を研究
するとのどのようなことか？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 3 回】 

講義：グリーンツーリズムの動機と類型 
グループワーク：グリーンツーリズムが提供する経験
とは？ 都市と農村・村落（グリーン・田舎・田園）
のイメージの違いとは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 4 回】 
講義：グリーンツーリズムの 3 つの側面（農村空間
の三つ折りモデルの理解に向けて） 
ディスカッション：農村空間の「商品化」とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 5 回】 

講義：グリーンツーリズムの構造と課題：「日本で最
も美しい村」連合の活動を手がかりにして（その１） 
ディスカッション：農村に観光が与える影響（インパ
クト）とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 6 回】 

講義：グリーンツーリズムの対象としてのグリーン
（村落・農村・田園・カントリーサイド・自然・ルー
ラル）な空間：「日本で最も美しい村」連合の活動を
手がかりにして（その２） 
グループワーク：グリンツーリズムの類型と観光への
適性 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 7 回】 

講義：グリーン（村落・農村・田園・カントリーサイ
ド・自然・ルーラル）な空間におけるゲストとホスト
の関係・交流：「日本で最も美しい村」連合の活動を
手がかりにして（その３） 
グループワーク：グリーンツーリズムにおけるゲスト
とホストの関係を考える 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 8 回】 
講義：農村をイメージする・農村を利用するとは？農
村を消費するとは？ 
中間試験 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 9 回】 
講義：グリーンツーリズムインパクト（１）：ポジテ
ィブな影響：都市農村交流人口を手がかりとして 
中間試験のふりかえり 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 10 回】 

講義：グリーンツーリズムインパクト（２）：農村空
間における摩擦：都市農村交流人口と田園回帰の諸相 
ディスカッション：農村にとってツーリズムのプラス
面とマイナス面のバランスについて考えてみよう 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 11 回】 講義：ツーリズムによるグリーン（村落・農村・田 準備学習：関連文献を読む（60 分） 



園・カントリーサイド・自然・ルーラル）な空間の変
化とその主体：都市農村関係論的田園回帰 
グループワーク：農村空間におけるツーリズムインパ
クトについて考えよう 

復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 12 回】 

講義：グリーン（村落・農村・田園・カントリーサイ
ド・自然・ルーラル）な空間を開発することをめぐっ
て：農村で生きるとは？農村を演じるとは？農村を規
制するとは？農村を再構築するとは？：グリーンツー
リズムのマネジメント 
 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 13 回】 

講義：グリーンツーリズムの原則 
ディスカッション：グリーン（村落・農村・田園・カ
ントリーサイド・自然・ルーラル）な空間の観光活用
の意味 ：棚田オーナー制度を手がかりにして考える 
 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：総括試験に向けて授業で扱ったテーマ
や分からなかった用語・概念について調べる
（60 分） 

【第 14 回】 総括試験 
 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：総括試験のふりかえり（60 分） 

【第 15 回】 まとめ 
 

これまでの授業をふりかえり、ノートをまと
めておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC215-
Y51 

2.科目名 消費行動・消費社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は生涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人生およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で生じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で生じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 

20.参考文献 
経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学 改訂版 山口裕幸ら著 有斐閣 
サクッとわかるビジネス教養行動経済学 阿部誠監修 新星出版社 

21.成績評価 
1．各回のミニレポート×14 回＝60％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：40％（学習目標の①②③④に対応） 
 

22.コメント 
※前日までに次回のレジュメ(ppt の穴抜き)を webclass に用意します。 
 レジュメは授業前に印刷をしておいてください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ガイダンス：産業・組織心理学とは  
第 2 回 説得における態度とは何か、説得の影響力  

第 3 回 
 
社会的証明とネットレビューの心理学  

第 4 回 ネガティブポイントをポジティブに見せる方法  
第 5 回 承諾を得やすくするためのユニットアスキング  
第 6 回 説得時における数字の効果  
第 7 回 従業員のモチベーションを高める心理学  
第 8 回 職場のコミュニケーション  
第 9 回 特典付加の心理学  
第 10 回 広告・マーケティング①  



第 11 回 広告・マーケティング②  
第 12 回 心理的財布と支払い  
第 13 回 苦情行動・クレーマー  
第 14 回 ラストシーンの心理学  
第 15 回 到達度確認テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC217-
Y51 

2.科目名 家族社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学部社会学科 9.履修学年 2 年 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 「社会学基礎Ⅰ」「社会学基礎Ⅱ」を履修
済が望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
原則として、第１回目の授業に出席した者に限ります。無断欠席の場合は、履修を取り消す
場合もあるので、注意してください。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、家族の過去、現在、未来について、自分の生き方と社会のあり方とを関連づけ
ながら考えるようになることを目指します。 
日本の「家族」および「家庭」は、急激な社会の変化にともない、この半世紀ほどの間に大
きく変わったと言われています。日本人のライフスタイルにも変化が見られ、夫婦とは、親
子とは、そして家族・家庭とは、いったい何なのかが改めて問われています。家族はどのよ
うに変わりつつあり、家庭はどのような方向に進もうとしているのでしょうか。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「多様性理解」の学修に関連してい
ます。 
①自分の育った家族について他人に語ることができる。 
②自分の結婚観について論理的に説明することができる。 
③ワークファミリーバランスの現状について、問題点を指摘することができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。毎回の配布資料は WebClass 等に挙げます。 

20.参考文献 
○山田昌弘『結婚不要社会』朝日新聞出版,2019 年（朝日新書 717) 
他については適宜、紹介していきます。 

21.成績評価 

・第１回レポート（テーマⅠ）⇒20％¨（目標①） 
・第２回レポート（テーマⅡ）⇒20％（目標②） 
・第３回レポート（テーマⅢ）⇒20％（目標③） 
・プレゼンテーション（ファミリー単位）⇒10％（目標③） 
・毎時間の課題（アサイメント含む）⇒30％（目標①〜③） 
 

22.コメント 

●総合社会学科「家族論」を同じ時間帯に開講します。 
●原則、対面で授業を行います。 
●WebClass を使って授業を行いますので、毎回、ノートパソコンを持参してください。 
●新型コロナウイルス感染再拡大も予想され、急遽、授業を ZOOM に変更することも予想
されます。 
 PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットも持参してください。 
●ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
●社会情勢（緊急事態宣言の発出など）により今後、授業の進め方が変更になるかもしれま
せん。 
 

23.オフィスアワー 

【神⼾山手キャンパス】 
○センタオフィスアワーー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
○研究室オフィスアワー⇒⽕曜Ⅲ限（1320 研究室） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 
 9 月 26 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？① 
○オリエンテーション（授業の内容・進め方・評価
等） 
○ワーク：「家族」という言葉から何を連想するか？ 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 
 

第２回 
 10 月 3 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？② 
○ワーク：疑似家族の編成（グループ分け） 
○ワーク：家族構成やファミリーコンセプトを設定
し、発表する。 
○ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケート 
●第 1 回レポート告知 

提出物：ワークシート 
           ：アンケート 
復習：今回の復習 

第３回 
 10 月 17 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？③ 
ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケートの
結果をもとに、家族の多様性について考える。  
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第４回 
10 月 24 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？④ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第５回 
10 月 31 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？⑤ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表
（続き） 
○テーマのふりかえり  
 

提出：アンケート 
復習：今回の復習 

第６回 
11 月 7 日 

 
 テーマⅡ：「結婚」について考える① 
○講義：日本における結婚の変遷 
○ワーク：結婚観に関するアンケート 
 

提出物：オークション 
復習：今回の復習 

第７回 
11 月 14 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える② 
○ワーク：結婚相手はどんな人？（オークションの実
施） 
○第２回レポート課題告知 
 「結婚する／しない？：わたしの結婚観」 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第８回 
11 月 21 日 

テーマⅡ：｢結婚」について考える③ 
○講義：オークション結果の発表 
○ワーク：アンケート結果をもとに結婚観について考
える 
○講義：データからみた日本の結婚（続） 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第９回 
11 月 28 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える④ 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第１０回 
12 月 5 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える① 
○ワーク：第 2 回レポートの発表（続） 
○第３回レポート課題告知 

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 



「ウィズコロナ、アフターコロナ時代の働き方と家
族：私たちはこう考える」 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（ファミ
リー単位） 

第１１回 
12 月 12 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える② 
○講義：新聞記事の検索：『聞蔵』を中心に 
○ワーク：テーマに関する記事検索 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（2 回
目） 

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 

第１２回 
12 月 19 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える③ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（3 回目）  
  テーマと方向性、役割分担を決める。 

○予習：資料の収集 

第１３回 
1 月 16 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える④ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（4 回目） 
  持ち寄ったデータを整理しまとめる。プレゼン資
料の作成 

持参するもの：ノートＰＣ、調べてきた記事 
授業外グループ学習：テーマについて分担し
て調査 

第１４回 
 1 月 23 日 
 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑤ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位） 
 

提出物：ワークシート 

第１５回 
1 月 30 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑥ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位）
（続） 
○講義：テーマのふりかえり 
○授業アンケートの実施 

提出物：ワークシート 
              第 3 回レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC218-
Y51 

2.科目名 ソーシャルデザイン論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

現代社会におけるまちづくりのあり方について、商店街などの商業空間や、公園・広場とい
った公共空間などの身近な生活空間を中心に講義します。都市では、さまざまな立場や考え
を持った人びとが同じ地域や場所で生活しています。こうした、異なる人たちと共に（とき
に折り合いをつけながら）どのようにして、いっしょに暮らしていけるのかは、都市でのま
ちづくりの重要なテーマです。この授業をとおして、「社会」という観点から、都市計画や
まちづくりについて考える姿勢を身につけることが、本講義の目的です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S1、S2 の学修に関連しています。 
①現代社会におけるまちづくりについての基本的な知識や考え方について述べることができ
る 
②商店街、中心市街地、公共空間など、個別トピックにおけるまちづくりの課題について理
解し説明することができる。 
③自分にとっての身近な生活空間に関心を持ち、そのあり方について自分なりの意見を持ち
説明することができる。 
 

19.教科書・教材 使用しません。毎回、レジュメと資料を配布します。 

20.参考文献 

ジェイン・ジェイコブズ（山形浩生 訳）『新版 アメリカ大都市の死と生』鹿島出版会、
2010 年 
中島直人・村山顕人ほか『都市計画学:変化に対応するプランニング』学芸出版社、2018 年 
笹尾和宏『PUBLIC HACK:私的に自由にまちを使う』学芸出版社、2019 年 
満薗勇『商店街はいま必要なのか』講談社現代新書、2015 年 
満薗勇『日本流通史:小売業の近現代』有斐閣、2021 年 
その他、適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

グループワークの課題①（都市の多様性）：10 点（学習目標①に対応） 
小レポート課題①（都市の多様性）：10 点（学習目標①に対応） 
グループワークの課題②（商店街活性化）：20 点（学習目標②③に対応） 
小レポート課題②（商店街活性化）：20 点（学習目標②③に対応） 
グループワークの課題③（公共空間）：20 点（学習目標②③に対応） 
小レポート課題③（公共空間）：20 点（学習目標②③に対応） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 個人研究室：木曜２限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
［講義］イントロダクション：「まちづくり」とは何
か（震災復興を例として） 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 2 回】 ［講義］まちづくりにおける「地域主義」と都市の多 予習：授業内容に関連した用語やニュースに



様性① 
 

関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 3 回】 
［活動］まちづくりにおける「地域主義」と都市の多
様性②（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題、レポート課題①の提
出 

【第 4 回】 
［講義］商店街とまちづくり①：商店街のなりたち
（近現代を中心に） 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 5 回】 
［講義］商店街とまちづくり②：商店街活性化政策の
変遷  
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 6 回】 
［講義］商店街とまちづくり③：商店街活性化の現代
的課題  
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 7 回】 
［活動］商店街とまちづくり④：商店街の現状を調べ
よう（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 

【第 8 回】 
［活動］商店街とまちづくり⑤：商店街の現状を調べ
よう（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題、レポート課題②の提
出 

【第 9 回】 
［講義］公共空間とまちづくり①：都市公園とは何か 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 10 回】 
［講義］公共空間とまちづくり②：都市公園政策の過
去と現在  
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 11 回】 
［講義］公共空間とまちづくり③：都市公園の管理を
めぐる問題 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 12 回】 
［活動］公共空間とまちづくり④：公園の⺠営化をめ
ぐって（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題③の提出 

【第 13 回】 
［講義］公共空間とまちづくり⑤：公共空間の管理と
「自由」 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を



読み直し、整理すること。 

【第 14 回】 
［活動］公共空間とまちづくり⑥：公共空間のデザイ
ン（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題③の提出 

【第 15 回】 まとめ ・レポート課題③の提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC219-
Y81 

2.科目名 ソーシャルデザイン実践演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 社会学部 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 サービスラーニングを履修しておくことが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

どこかで「社会は決まりきったもの」というイメージをもってしまうことがある。意見を言
う場もなければ、決められた仕事をに就くことがどこか目的のように感じられてしまう。し
かし社会は私たちが主体となって形作る、デザインものでもある。 
そこで本演習では、実際に「社会デザイン」に取り組む方々をお招きしてワークショップを
行う。彼らの問題意識を知るなかで、私たちの問題意識を深め、社会デザインに向けてどの
ようなことができるかを考える。 
開講にあたっては、事前にチラシを配布するのでそれを参考に受講するようにしてくださ
い。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP のうち「社会的貢献性」「問題発見・解決力」「コミュニケーション力」と結び
ついている。 
学修目標は以下の通りである。 
（１）社会デザインについて説明することができる（問題発見・解決力） 
（２）社会デザインについてワークショップをすることができる（コミュニケーション力） 
（３）ワークショップにおいてファシリテーションができる（コミュニケーション力） 
（４）具体的な社会課題を設定し、問題発見・解決を探ることができる（社会的貢献性・問
題発見・解決力） 
 

19.教科書・教材 別途指定します 
20.参考文献 別途指定します 

21.成績評価 

事前ワークシートの提出・・・10% 
ワークシートの提出全３回・・・30% 
ファシリテーションの実施・・・30% 
事後ワークシートの提出・・・30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回〜第
2 回 

オリエンテーション 
社会デザインを学ぶ 

事前ワークシートの作成提出 

第 3 回〜第
5 回 

（計画中）：過疎の町をデザインする：大学卒業後就
職せずに起業する？ 

ワークシートの提出 

第 6 回〜第
8 回 

（計画中）：生活困窮の町をデザインする：誰もが学
びやすい教育環境をつくる。 ワークシートの提出 

第 9 回〜第
12 回 

（計画中）：被災地をデザインする：すべてがなくな
った町を、ふたたび価値ある町にする。 

ワークシートの提出 

第 13 回〜第
15 回 

自分のテーマをみつけ、それの社会デザインを考える 事後ワークシートの提出 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC308-
Y51 

2.科目名 質的調査法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、社会調査で用いられる様々な質的データの収集と分析の方法を学ぶ。まず、
社会学の分野における研究例を紹介しつつ各方法の特徴を概観する。また、一部の方法につ
いては実際に質的データの収集と分析を試みることで、質的調査の実践的なスキルの基礎を
習得することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①社会調査における質的調査の特徴とその意義を理解することができる。 
②インタビュー調査の実査をとおして、インタビューデータをまとめ資料化することができ
る。 
③フィールドワーク（観察法）によるデータの収集と分析ができる。 
④インターネット・SNS を用いた質的データの収集と分析ができる。 

19.教科書・教材 テキストおよび資料を配布する。 

20.参考文献 
工藤保則・ 寺岡伸悟・ 宮垣元編 『〔第３版〕質的調査の方法：都市・文化・メディアの感
じ方』 法律文化社、2022 年 
その他、適宜紹介します。 

21.成績評価 

質的調査に関する小課題…10 点 ［学習目標①に対応］ 
インタビュー調査のレポート…40 点 ［学習目標②に対応］ 
タウンウォッチングレポート…35 点 ［学習目標③に対応］ 
web を用いた質的調査に関する小課題…15 点 ［学習目標④に対応］ 

22.コメント グループワークや意見交換などをよくおこなう授業です。 
また、授業時間外におこなう作業が多い授業なので、そのつもりで受講してください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業の進め方、評価等についての説明 
社会調査とは何か 

復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 2 回】 
 

質的調査とは何か 
量的調査と質的調査の比較、質的調査の意義とは何か 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 3 回】 
社会学における質的調査の歴史 
質的調査の類型：フィールドワークにおける参与観察
と非参与観察 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
宿題：小課題をすること 

【第 4 回】 
観察法① 
フィールドノートと記録 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 5 回】 
観察法② 
タウンウォッチングの企画 

準備学習：観察の対象、方法などを考えてお
くこと 
宿題：企画書をまとめる 

【第 6 回】 観察法③ 授業時間外に自ら企画した観察法を実施する 



タウンウォッチングの実査 
 

【第 7 回】 
観察法④ 
タウンウォッチングの発表、レポートの作成 

宿題：レポート課題（タウンウォッチング）
を完成させる 

【第 8 回】 インタビュー法①練習編（食生活インタビュー） 
準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 9 回】 
インタビュー法②企画：調査対象の選定と質問項目の
作成 

準備学習：インタビューの対象者と目的を考
えておくこと 
宿題：インタビューの対象者へのアポイント
メントをおこなう 

【第 10 回】 
 

インタビュー法③実査 
授業時間外にインタビュー調査を実施し、デ
ータを収集しておくこと。 

【第 11 回】 インタビュー法④インタビューデータの整理 

準備学習：インタビュー記録の整理（文字起
こしなど）をおこなっておくこと 
宿題：授業内に提示した方法を参考に、イン
タビュー記録をレポートとしてまとめる。 

【第 12 回】 インタビュー法⑤結果の発表・レポートにまとめる 
準備学習：発表の準備をする 
宿題：レポート課題（インタビュー）を完成
させる 

【第 13 回】 
web を用いた質的調査（ソーシャルメディアで得た
データを分析する）① 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
宿題：授業内に提示された課題（SNS での
データ収集）をおこなうこと 

【第 14 回】 
web を用いた質的調査（ソーシャルメディアで得た
データを分析する）② 

宿題：授業内に提示された小課題を完成させ
る 

【第 15 回】 まとめ 
準備学習：これまでに提出した課題（レポー
ト）をもう一度よく読み、ふりかえる 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP1101-
Y51 

2.科目名 心理学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

心理学に相当する英語は psychology であり、「心（こころ）」についての学問という意味で
ある。本講義は、心理学の概要について理解することを目的とするものである。そして、今
後の心理学関連のさまざまな講義の理解・学習に必要な基礎知識を身につけるとともに、心
理学の科目体系を理解することを目的とするものである。 
 心理学の領域としては、「知覚」、｢パーソナリティ｣、「発達」、「社会」、「臨床」、｢知覚｣、
｢ストレス｣、などを取り上げ、心理学の基礎について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解、（4）問題発見・解決
力、（5）コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
本科目の学習目標は以下のとおりである。 
 ①心理学がどのような学問かを説明することができる。 
 ②人間の行動を客観的・実証的に捉えるための研究法について説明できる。 
 ③心理学の専門用語を理解し、説明することができる。 
 ④心理学を体系的に理解し、全体像を説明することができる。 
 ⑤心理学が現実社会でどのように役立つかを説明 

19.教科書・教材 特になし 
毎回資料を配付する 

20.参考文献 講義中に紹介する 

21.成績評価 

成績評価は以下のとおりであり、上記の学習目標との関連を示しておく。 
毎回のミニレポート 40％ （②③④⑤に対応） 
総括試験 60% （①②③④に対応） 
 計 100%で評価する。  
 

22.コメント 【第１回】のガイダンスには、シラバスをプリントアウト・持参し、授業に臨むこと。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 第 1 回  ガイダンス 心とは何か、心理学とは何か  

 
第 2 回 知覚  錯視・錯覚「実在するものはあるが
ままに知覚されるのか」 

 

 
第 3 回 パーソナリティ(1) パーソナリティの類型
論、特性論などについて学習する 

 

 
第 4 回 パーソナリティ(2) パーソナリティの文化
差  

 
第 5 回 発達 発達とは何か、発達段階と発達課
題、発達の諸相について学習する。 
 

 

 第 6 回 欲求・動機 人を動かす欲求について学ぶ  



 
第 7 回 産業(1) 企業・組織活動でのモチベーション
について学ぶ 

 

 
第 8 回 産業(2) 職務ストレスとマネジメントについ
て学ぶ  

 第 9 回 社会(1)社会的ネットワーク  

 
第 10 回 社会(2)人の印象はどのようにつくられるの
か、印象形成について  

 
第 11 回 社会(3) 恋愛関係における心理学について
学ぶ  

 第 12 回 社会(4)対人コミュニケーションについて学
ぶ 

 

 第 13 回 社会(5)集団・集合の心理学について学ぶ  
 第 14 回 災害・パニックの心理学を学ぶ  
 第 15 回  期末テストー 理解度を確認する。  



1.授業コード 
（ナンバリン
グ） 

SP1102-Y51 2.科目名 臨床心理学概論 

3
.
単
位
数 

2 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区
分 

専門科目／心理学分野における実務経験
（公認心理師）のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開
講
学
期
・ 

年
度 

2022
年度 
秋学
期 

8.履修可能な専
攻 総合社会学科 

9.
履
修
学
年 

１年
次〜 

10.取得資格の要
件 認定心理士（選択必修） 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態 

講義(遠隔授
業の場合は
ZOOM などを
使用する） 

16.履修制限  
17.授業の目的と
概要 

本講義では、学問としての臨床心理学について、その歴史と理論、および実践の基礎的知識につ
いて、体系的に学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の S1．修得した知識・技能を通して、現代社会
の諸問題を総合的に理解する力、S３．新たな文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発展
に貢献する力、の学習に関連しています。                                           
本科目の学習目標は以下の通りで
す。                                              
①臨床心理学の定義と歴史について述べる 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 

20.参考文献 
１．下山晴彦編『よくわかる臨床心理学』ミネルヴァ書房（2009）                            
２．その他、関連する文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内の小レポート…30 点【学習目標②に対応】    
・授業内で適時行われるディスカッションへの参加を含む受講態度…10 点【学習目標③に対応】 
・総括試験…60 点【学習目標①に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 

講義形式のため学生は受身になりがちですが、講義の内容を自らの生活や人生に引きつけて考察
し、活発な意見交換を通じて、能動的に考える力を養うように心がけて下さい。アクティブラー
ニングの一環として、適時ディスカッションを行います。ディスカッション後は、補足説明も行
います。小レポート実施後、翌回の講義で受講者の感想等を取り上げ、共有および解説を行いま
す。ICT の活用として配布資料は、Web Class からも確認できるようにします。 



23.オフィスアワ
ー 

個人研究室：⽕曜 2 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 
26.アサインメ
ント(宿題など) 

【第
1
回】 

イントロダクション：臨床心理学とは    
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の
留意点などについ
て）                                              
・講義 臨床心理学の定義などについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
2
回】 

臨床心理学の全体構造   
・講義 臨床心理学の全体構造やカウンセリングとの関係などについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
3
回】 

臨床心理学の歴史１：臨床心理学の成立  
・講義 心理学の歴史と臨床心理学の成立とその位置づけについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
4
回】 

臨床心理学の歴史２：精神分析  
・講義 精神分析やその成り立ちなどについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
5
回】 

アセスメントの方法１：観察法・面接法   
・講義 観察法と面接法について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終



了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
6
回】 

アセスメントの方法２：心理検査法  
・講義 心理検査について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
7
回】 

ライフサイクルと心理的問題  
・講義 エリクソンやフロイトの理論を中心にライフサイクルと各発達段階における課題
について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
8
回】 

カウンセリング理論１：力動的心理療法  
・講義 力動的心理療法について、フロイトの理論を振り返りながら学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
9
回】 

映画『ショーシャンクの空に』に見る「意志の自由」  
・講義 映画を鑑賞し、「意志の自由」について考える 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
10
回】 

カウンセリング理論２：実存分析   
・講義 実存分析について学ぶ  
・ディスカッション 鑑賞した映画を中心にディスカッションを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 



【第
11
回】 

カウンセリング理論３：家族療法   
・講義 家族療法について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
12
回】 

精神障害１：強迫性障害、PTSD  
・講義 強迫性障害と PTSD を中心とするストレス障害について、事例も含めて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
13
回】 

精神障害２：気分障害、統合失調症  
・講義 うつ病と双極性障害を中心とした気分障害と統合失調症について、事例も含めて
学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
14
回】 

精神障害３：自己愛性人格障害と境界性人格障害  
・講義 自己愛性人格障害と境界性人格障害について、事例も含めて学ぶ 

復習：今まで
の授業の復習
（配布プリン
トの読み直
し） 

【第
15
回】 

総括試験 

復習：15 回の
授業を通して
学んだことを
整理する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2101-
Y51 

2.科目名 教育評価 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村上幸史 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
演習室の収容人数をオーバーした場合に履修制限をかけることがあります。「統計学」また
は「教育評価」を先に履修しておくこと。また利用状況によっては、個人の PC が持参でき
ない場合、講義を受けられない場合があります。 

17.授業の目的と概要 具体的なデータ分析の基礎を学ぶことを通じて、教育評価に関する理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」、および「社会や文化について科学的に理解する力」に関連しています。 
①評価やデータとは何かを理解し、基礎的なデータ分析を自力でできる。 

19.教科書・教材 「よくわかる心理統計」（山田剛史・村井潤一郎著、ミネルヴァ書房） 
20.参考文献 授業内で紹介します 
21.成績評価 講義内の課題（30％）とレポート 3 回（70％）（共に学習目標の①に対応） 

22.コメント エクセルの基本操作を身に付けておくこと。データ分析には統計学の基礎知識が不可欠であ
るため、「統計学」を履修していることが望ましい。 

23.オフィスアワー 授業内や授業後に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション・教育評価の意義と方法 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 2 回】 心理・教育統計法の基礎 1（データの形式) 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 3 回】 心理・教育統計法の基礎 2（変数の特徴） 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 4 回】 心理・教育統計法の基礎 3（代表値） 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 5 回】 心理・教育統計法の基礎 4（相関係数） 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 6 回】 統計課題演習 1 復習：レポートとなる演習課題を解くこと 

【第 7 回】 心理・教育統計法の基礎 5（⺟集団の推測） 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 8 回】 統計課題演習 2 復習：レポートとなる演習課題を解くこと 

【第 9 回】 心理・教育統計法の基礎 6（仮説の立て方） 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 10 回】 心理・教育統計法の応用 1（統計的仮説検定） 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 11 回】 心理・教育統計法の応用 2（t 検定） 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 12 回】 心理・教育統計法の応用 3（t 検定） 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 13 回】 心理・教育統計法の応用 5（χ2 検定） 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 



【第 14 回】 心理・教育統計法の応用 6（χ2 検定） 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 15 回】 統計課題演習 3 復習：演習課題を解くこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2102-
Y51 

2.科目名 社会心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村上幸史 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
われわれは思う以上に多くの人と接しており、そのことが自分自身の態度、行動を決めてい
るとは言い過ぎでしょうか。私・私たちとその範囲を拡大して見ていくことで、社会とその
中で暮らす人についての理解を試みます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」、および「社会や文化について科学的に理解する力」に関連しています。 
①社会的な意味を持つ人の行動について、興味を持ち、理解し説明できる 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 授業の中で紹介します 

21.成績評価 
授業中の課題（30%）、レポート（10%）、および総括試験（60%）により評価します（全て
学習目標の①に対応）。 

22.コメント 
講義で説明したことを、自分の考えでまとめたり、他者に説明できることを目指してくださ
い。 

23.オフィスアワー 授業内や授業後に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 イントロダクション 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 2 回】 自己開示 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 3 回】 自己呈示 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 4 回】 人の印象 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 5 回】 社会的認知 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 6 回】 対人魅力・恋愛 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 7 回】 CMC と FTF 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 8 回】 社会的手抜き・社会的促進 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 9 回】 援助行動 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 10 回】 説得 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 11 回】 権力の構造 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 12 回】 うわさ１ 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した



今日のポイントの課題に取り組む 

【第 13 回】 うわさ２ 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 14 回】 なわばり 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 15 回】 まとめ・総括試験 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2103-
Y51 

2.科目名 環境心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上村晃弘 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
心理学、心理学概論などで心理学の基礎知
識を習得することが望ましい。 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】環境心理学は、人間心理と環境の相互交流を研究して生活環境を向上させるための
学問である。この知識を獲得して活用できるようになることを目的とする。 
【概要】授業は教科書・配付資料・板書などを用いた講義形式である。人間の環境のとらえ
方や人間と様々な環境との関係について学ぶ。心理学的な視点から環境について考える。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP（ディプロマ・ポリシー） の「（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能
の活用力」の学修に関連する。 
本科目の学習目標 
① 環境心理学の重要概念を理解し、説明できる。 
② 広い意味で環境に関する問題を環境心理学的な視点から解釈し、解決のための意見を述
べることができる。 

19.教科書・教材 羽生和紀 (2019) ?『環境心理学 第 2 版 人間と環境の調和のために』 サイエンス社 
20.参考文献 適宜、資料を配布し、また文献について紹介する。 

21.成績評価 

受講の前提として、教科書は毎回使用するので必ず所有すること（チェックする）。 
課題１：中間評価として、第 1 回から第 7 回までの授業で扱った内容からひとつのテーマを
選んで論じる。 
挙げられた要件を満たし、締切までに WebClass に提出すること。単なる教科書のまとめで
はなく、環境心理学の概念を理解して、自分の意見を論理的に記述しているかで評価する
（50 点）。 
課題２：同様に、第 8 回から第 15 回までの内容で記述する（50 点）。 
欠席 5 回を超えた場合は単位取得の資格を喪失する。 
なお、遅刻は授業開始から 

22.コメント 近年、環境問題への意識が高まっている。その解決には心理学からのアプローチも有益だと
思われる。 

23.オフィスアワー 受講生からの質問等には教室で授業の前後に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 環境心理学とは何か 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 2 回】 環境の知覚と認知① 環境推論・認知距離 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 3 回】 環境の知覚と認知② 認知地図 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 4 回】 環境の評価 予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 5 回】 環境査定と環境デザイン 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 



【第 6 回】 パーソナリティ・個人差と環境① 環境認知の個人差 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 7 回】 パーソナリティ・個人差と環境② 女性・子ども・高
齢者と環境 

予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 
課題１（締切：第 9 回の前日） 

【第 8 回】 対人・社会環境① プライバシー 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 9 回】 対人・社会環境② テリトリアリティ・人員配置理論 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 10 回】 住環境と都市環境 予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 11 回】 教育環境と労働環境 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 12 回】 犯罪と環境① 犯罪の環境要因 
予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 13 回】 
犯罪と環境② 環境と防犯、犯罪捜査 
 

予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 14 回】 自然環境の心理学① 環境と遺伝 
 

予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 

【第 15 回】 
自然環境の心理学② 環境教育、環境配慮行動、災害
のリスク認知 

予習：教科書の該当部分を読んでおく。 
復習：学んだ内容を確認すること。 
課題 2（締切：未定） 



1.授業コード 
（ナンバリン
グ） 

SP2202-Y51 2.科目名 心理測定法 

3
.
単
位
数 

2 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区
分 

専門科目／心理学分野における実務経験
（公認心理師）のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開
講
学
期
・ 

年
度 

2022
年度 
秋学
期 

8.履修可能な専
攻 総合社会学科 

9.
履
修
学
年 

2 年
次〜 

10.取得資格の要
件 認定心理士（必修） 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態 

講義(遠隔授
業の場合は
ZOOM などを
使用する） 

16.履修制限  

17.授業の目的と
概要 

本講義では、目に見えない心理現象を数値化し、その数量データを統計的に分析することで心理
現象に関する知を生み出す方法論について学びます。また、そのうちの一つである質問紙法を取
り上げ、質問紙の作成、調査の実施、ｔ検定によるデータ分析を体験し、データサイエンスの力
を身につけます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の S1．修得した知識・技能を通して、現代社会
の諸問題を総合的に理解する力、S2．社会や文化について科学的に理解する力、の学習に関連し
ています。                                           
本科目の学習目標は以下の通りです。 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 

20.参考文献 

１．小塩真司・⻄口利文編 『質問紙調査の手順』ナカニシヤ出版（2007）   
２．山田剛史・村井潤一郎編『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房（2004）   
３．鎌原雅彦・宮下一博・大野木裕明・中澤潤 『心理学マニュアル質問紙法』北大路書房
(1998) ４．その他、関連する文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・第 4 回・第 5 回で行なわれる小テスト…１0 点【学習目標①に対応】    
・中間発表（授業の発展学習）…２0 点【学習目標④に対応】   
・質問紙の作成と実施…２0 点【学習目標②に対応】  
・期末レポート…５0 点【学習目標①③に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 
本講義は、実際に質問紙を作成し、小規模な調査を行い、そのデータを処理しまとめるという実
習を含んでいます。その際、グループワークなども実施するため、積極的に参加してください。



また、この授業ではパソコンを使用する回があります。ICT の活用として配布資料は、Web 
Class からも確認できるようにします。 

23.オフィスアワ
ー 

個人研究室：⽕曜 2 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 
26.アサインメ
ント(宿題など) 

【第
1
回】 

イントロダクション:心理測定法とは   
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の
留意点などについ
て）                                              
・講義 心理測定法の解説 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
2
回】 

質問紙の基礎知識１：構成概念、尺度水準  
・講義 質問紙の基礎となる構成概念と尺度水準の説明 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
3
回】 

質問紙の基礎知識２：信頼性、妥当性  
・講義 質問紙に必要不可欠な信頼性と妥当性に関する説明 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
4
回】 

質問紙の基礎知識３：記述統計法  
・講義 平均値の算出を含む記述統計の基礎を学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
課題：次回ま
でに小テスト
の見直しを行
う 

【第
5
回】 

質問紙の基礎知識４：標準化、２変数の関連  
・講義 記述統計における標準化の手順と考え方、相関について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
課題：次回ま



でに小テスト
の見直しを行
う 

【第
6
回】 

統計的仮説検定  
・講義 推測統計の考え方と統計的仮説検定の説明 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
7
回】 

ｔ検定  
・講義 t 検定の考え方と実際の研究での活用について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
8
回】 

文献講読  
・グループワーク t 検定を用いた心理学の実際の研究についての論文を読み、次回の質
問紙作成についての話し合いを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回ま
でに研究のテ
ーマと使用す
る質問紙につ
いて考える 
文献検索のた
め、パソコン
を使用する。 

【第
9
回】 

質問紙の選定  
・グループワーク グループで自分たちが行う調査についての話し合いを行い、研究テー
マと質問紙の選定を行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
課題：次回ま
でに中間発表
の準備を行う 
文献検索・資
料作成のため
パソコンを使
用する。 

【第
10
回】 

中間発表  
・プレゼンテーション グループごとに自分たちの研究テーマと使用する質問紙などにつ
いて発表を行う 

復習：今回の
復習（教員か
らのコメント
について考



え、実際の調
査に活かす）  
予習：選んだ
テーマに関連
する文献につ
いて調べる 

【第
11
回】 

質問紙の作成  
・講義 実際の質問紙の作成法について、注意点も含めて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
課題：次回ま
でに質問紙を
実際に作成
し、Web 
Class から提出
する 

【第
12
回】 

データの整理  
・講義 データの整理方法について学ぶ 

復習：今回の
復習（教員か
らのコメント
について考
え、実際の調
査に活かす）  
予習：選んだ
テーマに関連
する文献につ
いて調べる 

【第
13
回】 

調査の実施  
・実習 質問紙調査を実施し、実施結果についてデータ入力を行う 

課題：データ
の整理と入力
を行い、次回
までに Web 
Class から提出
する 
データ入力た
めパソコンを
使用する 

【第
14
回】 

データの分析  
・実習 SPSS を用いて、自分たちの調査したデータを分析する 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回ま
でにデータの
分析から分か
ったことにつ
いて自分の見
解をまとめる 
データ分析の
ため、パソコ
ンを使用する 



【第
15
回】 

まとめ  
・グループワーク データの分析から分かったことについて話し合い、調査結果について
考察する 

課題：期末レ
ポート 調査
結果をレポー
トにまとめる 
パソコンを持
参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2203-
Y51 

2.科目名 心理学実験実習（１） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区分 

専門科目／心理学分野
における実務経験（公
認心理師）のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 認定心理士（必修） 11.先修条件 
コンピュータリテラシー(1)、(2)および統
計学を履修済みであることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

心理学では、「こころ」をどのように研究するかということが重要な問題であり、そのため
に様々な研究方法が考案されてきました。本実習では、代表的な研究方法である実験法、観
察法、質問紙法、面接法、心理検査法について実際に体験し、レポートを作成することによ
り学びを深めます。とりわけ、面接法、心理検査法といったやや応用的な課題が中心となり
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の S1．修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力、S2．社会や文化について科学的に理解する力、の学
習に関連しています。                                           
本科目の学習目標は以下の通りで
す。                                                           
①得られたデータや結果を分析・考察し、レポートとしてまとめることができる。 
②実 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 
20.参考文献 関連する文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・受講態度（実習への取り組み・グループワークにおける姿勢）…30 点【学習目標③に対
応】     
・課題ごとのレポート（基本事項の確認及び総合力）…70 点【学習目標①②に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 

通常の講義形式の授業よりも、毎回の積極的な参加が必要になります。遅刻・欠席の場合、
実習に参加できないこともあります。また、各テーマごとにレポートの提出があります。課
題に意欲的に取り組んでください。また、データ整理、レポート作成のためにパソコンの持
参が必要となります。 
ICT の活用として配布資料は、Web Class からも確認できるようにします。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜 2 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：心理学研究法とは  
・講義 心理学の研究法の概要について学ぶ 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 2 回】 
パーソナルスペース１：課題説明  
・講義 パーソナルスペースについての説明と実験方
法について 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ



を伝える） 

【第 3 回】 
パーソナルスペース２：実験  
・実習 グループでパーソナルスペースの実験を行う 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
課題：次回までに実験データを整理し、
Web Class から提出する 

【第 4 回】 
パーソナルスペース３：分析  
・グループワーク グループごとに前回の実験結果の
分析を行う 

課題：課題：次回までにレポートを作成し、
Web Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 5 回】 
SD 法１：課題説明・実施   
・講義 SD 法についての説明と実習方法について  
・実習 グループで実習を行なう 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
課題：実験データを整理し、次回までに
Web Class から提出する 

【第 6 回】 
SD 法２：分析   
・グループワーク グループごとに前回の実習結果の
分析を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 7 回】 
行動観察１：課題説明・実施   
・講義 観察法についての説明と実験方法について  
・実習 グループで実験を行なう 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
課題：実験データを整理し、Web Class か
ら提出する 

【第 8 回】 
行動観察２：分析   
・グループワーク グループごとに前回の実験結果の
分析を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 9 回】 
インタビュー調査１：課題説明・実施   
・講義 面接法についての説明と実習方法について  
・実習 グループで実習を行なう 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
課題：次回までに逐語録を作成し、Web 
Class から提出する 

【第 10 回】 
インタビュー調査２：分析  
・グループワーク グループごとに前回の実習結果の
分析を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 11 回】 

知能テスト・発達テスト 1：課題説明・実施   
・講義 心理検査についての説明と描画法の実習方法
について   
・実習 事例に基づいて実習を行う 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 12 回】 
知能テスト・発達テスト２：分析・事例検討   
・グループワーク 前回の事例の分析とグループでの
ディスカッションし、検討を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 13 回】 

バウムテスト１：課題説明・実施   
・講義 バウムテストについての説明と実習方法につ
いて   
・実習 グループで実習を行う 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：配布したバウムテストの解釈に関する
資料を読み込む 

【第 14 回】 
バウムテスト２：分析  
・実習 前回の実習結果の分析を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 15 回】 
エゴグラム   
・講義 エゴグラムについて   
・実習 エゴグラムを実施し、結果の分析を行う 

課題：期日までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2205-
Y51 

2.科目名 認知心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 

小学校一種 保育士 幼稚
園一種 
認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

学習というと、すぐに学校での学習を想像します。心理学では学習をもっと幅広く考えま
す。本講義ではその学習の過程と言語の獲得過程における心理学的法則について学ぶことを
目的としています。 
主な内容 
1）人の行動が変化する過程 
① 古典的条件づけの理解 
② オペラント条件づけの理解 
③技能学習と社会的学習の理解 
2）言語の習得における機序 
①言語の獲得 
②言語の生物学的基礎と障害 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間の心理的諸現象に対し複数の理論を適用して説明できるようになる。 
②学んだ学習心理学の理論や用語が、日常生活の中でどのような事象があるか考え、学習心
理学の知見が日常生活にどのように役立てられているのかについて考えることができるよう
になる。 
 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 

20.参考文献 山内光哉・春木 豊（編著）「グラフィック 学習心理学−行動と認知−」 サイエンス社  
 

21.成績評価 
ワークシート 4 点×１3＝52 点 
期末試験：48 点 
 

22.コメント 

・学んだ事項について、日常経験する事象の中で説明してみる。 
・座席を指定する。 
・遅刻・私語厳禁 
 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー：木曜 4 限 
センターオフィスアワー：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
＜オリエンテーション＞  
・シラバスの説明  

〇復習 心理学における学習について、日常
生活の中でどのような事象があるか考えてみ



・授業の進め方について  
・学習・言語心理学で何を学ぶか 
 

る（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

2 
＜生得的行動＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

3 

＜古典的条件づけ①＞ 
 ・古典的条件づけとは何か 
 ・同時条件づけ 
 ・遅延条件づけ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

4 
＜古典的条件づけ②＞  
・刺激性制御 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

5 
＜オペラント条件づけ①＞ 
 ・強化随伴性 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

6 
＜オペラント条件づけ②＞ 
 逃避と回避 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

7 
＜オペラント条件づけ③＞ 
 ・行動形成 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

8 ＜オペラント条件づけ④＞ 
 ・般化と弁別 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

9 ＜技能学習＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

10 
＜社会的学習＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

11 
＜言語獲得過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

12 
＜言語と概念過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

13 
＜言語と思考＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

14 
 

＜言語の生物学的基礎と障害＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常生活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（990 分） 

15 
＜試験＞ 
・学習目標の達成度を評価する 
 

〇復習 学習・言語心理学の振り返り（150
分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2211-
Y51 

2.科目名 集団心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村上幸史 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
われわれは思う以上に多くの人と接しており、そのことが自分自身の態度、行動を決めてい
るとは言い過ぎでしょうか。集団・文化へとその範囲を拡大して見ていくことで、社会とそ
の中で暮らす人についての理解を試みます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
本科目の学習目標は「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」、および「社会や文化について科学的に理解する力」に関連しています。 
①社会的な意味を持つ人の行動について、興味を持ち、理解し説明できる。 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 スケープゴーティング（釘原直樹著、有斐閣） 

21.成績評価 授業中の課題（30%）、レポート（10%）、および総括試験（60%）により評価します（全て
学習目標の①に対応）。 

22.コメント 
講義で説明したことを、自分の考えでまとめたり、他者に説明できることを目指してくださ
い。 

23.オフィスアワー 授業内や授業後に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 イントロダクション 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 2 回】 ネットワーク 1 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 3 回】 ネットワーク 2 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 4 回】 社会的アイデンティティ 1 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 5 回】 社会的アイデンティティ 2 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 6 回】 贈与行動と返報性 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 7 回】 ジレンマと信頼 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 8 回】 リーダーシップ 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 9 回】 集団討議 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 10 回】 スケープゴート 1 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 11 回】 スケープゴート 2 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 



【第 12 回】 スケープゴート 3 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 13 回】 文化 1 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 14 回】 文化 2 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 15 回】 まとめ・総括試験 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2212-
Y51 

2.科目名 心理データ解析法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村上幸史 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 認定心理士（心理調査） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
演習室の収容人数をオーバーした場合に履修制限をかけることがあります。「統計学」また
は「教育評価」を先に履修しておくこと。また利用状況によっては、個人の PC が持参でき
ない場合、講義を受けられない場合があります。 

17.授業の目的と概要 測定データに関する統計的分析に関して、基礎から応用、多変量解析への橋渡しをする 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」、および「社会や文化について科学的に理解する力」に関連しています。 
①自力で実験や調査データの分析ができる。 

19.教科書・教材 「よくわかる心理統計」（山田剛史・村井潤一郎著、ミネルヴァ書房） 
20.参考文献 「誰も教えてくれなかった因子分析」（松尾太加志・中村知靖著、北大路書房） 
21.成績評価 講義内の課題（20%）とレポート 2 回（80%）（共に学習目標の①に対応） 

22.コメント 

この科目は統計に関する応用的な科目である。統計学の基本知識があることを前提に進める
ので、必ず受講前に「統計学」または「教育評価」を履修しておくこと。また認定心理士
（心理調査）の資格科目ではあるが、社会調査実習など、調査データ解析の応用に関心のあ
る学生を歓迎する。講義内ではエクセルや統計ソフトを使用するため、コンピューター上で
のデータ処理操作に慣れておくこと。 

23.オフィスアワー 授業内や授業後に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 データセットの利用 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 2 回】 統計学の復習 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 3 回】 検定と分散分析 1 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 4 回】 検定と分散分析 2 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 5 回】 検定と分散分析 3 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 6 回】 分析演習 1 復習：レポートとなる演習課題を解くこと 

【第 7 回】 相関係数と因子分析 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 8 回】 因子分析と主成分分析 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 9 回】 尺度構成 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 10 回】 分析演習 2 復習：レポートとなる演習課題を解くこと 

【第 11 回】 回帰分析 1 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 12 回】 回帰分析 2 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い



てみること 

【第 13 回】 判別分析 復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 14 回】 クラスター分析 
復習：講義内で説明した課題をもう一度解い
てみること 

【第 15 回】 分析演習 3 復習：レポートとなる演習課題を解くこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPP201-
Y51 

2.科目名 スポーツ心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山内愛 

5.授業科目の区分 
スポーツ心理学分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・実技 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
体育・スポーツおよび健康づくり運動の実践や指導、サポートに関する心理学の基礎を学
び、良好なスポーツ活動を推進するための心理学的アプローチに関する知識を理解、習得す
ることを目的とします。 
【概要】 
日常の身体運動はもとより、運動やスポーツは様々な文脈の中で取り組まれています。そこ
での活動目的は、教育、競技、レクリエーション、健康・医療といったように多岐に渡り、
それぞれが抱える課題や問題は異なります。そこで、本講義では、スポーツ心理学の果たす
役割について外観した上で、健康スポーツ、競技スポーツ、メンタルトレーニングなどにつ
いて学習します。その上で、各人の運動・スポーツ活動に汎化可能な視点を提供しつつ、ス
ポーツ競技場面や健康スポーツに役立つ知識やスキルの習得を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(１)自律性(４)問題発見・解決力(５)コミ
ュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①スポーツ心理学の基礎的な理論やキーワードを学修し、説明することができる。 
②競技スポーツや健康スポーツを行う場合、あるいは指導者やスタッフとしてスポーツと関
わる場合など、それぞれのスポーツにおける立場や場面における心理と理論について学び、
それらをスポーツ場面での実践に活かせるようになる。 

19.教科書・教材 教科書の購入は不要です。適宜資料を配付します。 

20.参考文献 １．適宜、資料を配付します。 
２．その他、関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
課題１：各回の課題レポート（30%)【学習目標①・②に対応】 
課題２：中間レポート（30％）【学習目標①・②に対応】 
課題３：最終レポート（40％）【総括・振り返り】 
※課題は提出要件を満たし、かつ期日中に定められた方法で提出することを合格基準としま
す。 
※課題２・３を提出することが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
体験的な理解を深める目的から、授業は講義だけでなく実技も行います。また、可能な範囲
でグループワークや学生同士のディスカッションを通して学習します。 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等にて、質問等へ対応致します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
・オリエンテーション 
・スポーツ心理学概論 〇授業内容の復習 

第 2 回 運動・スポーツと心の健康 〇授業内容の復習と実践 



 

第 3 回 
身体活動における自己効力感とスポーツ競技者の自信
について 
 

〇授業内容の復習と実践 

第 4 回 
メンタルトレーニング① 
・メンタルトレーニング概論 
・目標設定 

〇授業内容の復習と実践 

第 5 回 

メンタルトレーニング② 
・リラクセーション法 
・イメージ技法 
 

〇授業内容の復習と実践 

第 6 回 

メンタルトレーニング③ 
・リラクセーション法、イメージ技法、セルフコント
ロール法について、フィールドワーク実施 
 

〇授業内容の復習と実践 
◆運動のできる服装を持参すること 

第 7 回 スポーツにおける動機づけ 
 

【提出物】中間レポート 
（詳細は別途提示） 
書式：A4 
締切：第 9 回授業日まで 
提出先：WebClass  
〇授業内容の復習と実践 

第 8 回 
トップアスリートの心理的特徴について 
 〇授業内容の復習と実践 

第 9 回 
スポーツにおける集団とチームビルディング 
・グループワークによるシェアリング実施 
 

〇授業内容の復習と実践 

第 10 回 
運動、スポーツへの参加と離脱・ストレス対処 
 〇授業内容の復習と実践 

第 11 回 効果的なスポーツスキルの獲得方法 
 

〇授業内容の復習と実践 

第 12 回 指導者による心理サポート・個人差の考慮 〇授業内容の復習と実践 

第 13 回 
運動・スポーツによるメンタルヘルスの促進ならびに
改善について 
 

〇授業内容の復習と実践 

第 14 回 
・授業の振り返り 
・最終レポート作成 

【提出物】最終レポート 
（詳細は別途提示） 
書式：A4 
締切：別途提示 
提出先：WebClass  
〇授業内容の復習と実践 

第 15 回 
・最終レポートのフィードバック 
・まとめ 

〇授業内容の復習と実践 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPP206-
Y51 

2.科目名 スポーツ心理学 （2019 生以前） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山内愛 

5.授業科目の区分 
スポーツ心理学分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・実技 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
体育・スポーツおよび健康づくり運動の実践や指導、サポートに関する心理学の基礎を学
び、良好なスポーツ活動を推進するための心理学的アプローチに関する知識を理解、習得す
ることを目的とします。 
【概要】 
本講義では、スポーツ心理学の果たす役割について外観した上で、健康スポーツ、競技スポ
ーツ、メンタルトレーニングなどについて学習します。その上で、各人の運動・スポーツ活
動に汎化可能な視点を提供しつつ、スポーツ競技場面や健康スポーツに役立つスキルの習得
を目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(１)自律性(４)問題発見・解決力(５)コミ
ュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①スポーツ心理学の基礎的な理論やキーワードを学修し、説明することができる。 
②競技スポーツや健康スポーツを行う場合、あるいは指導者としてスポーツと関わる場合な
ど、それぞれのスポーツにおける立場や場面における心理と理論について学び、それらをス
ポーツ場面での実践に活かせるようになる。 
 

19.教科書・教材 教科書の購入は不要です。適宜資料を配付します。 

20.参考文献 １．適宜、資料を配付します。 
２．その他、関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
課題１：各回の課題レポート（30%)【学習目標①・②に対応】 
課題２：中間レポート（30％）【学習目標①・②に対応】 
課題３：最終レポート（40％）【総括・振り返り】 
※課題は提出要件を満たし、かつ期日中に定められた方法で提出することを合格基準としま
す。 
※課題２・３を提出することが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
体験的な理解を深める目的から、授業は講義だけでなく実技も行います。また、可能な範囲
でグループワークや学生同士のディスカッションを通して学習します。 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等にて、質問等へ対応致します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション：スポーツ心理学における心と身
体 〇授業内容の復習 

第 2 回 スポーツ心理学概論 〇授業内容の復習と実践 



第 3 回 運動・スポーツと心の健康 〇授業内容の復習と実践 
第 4 回 運動・スポーツへの参加・継続・離脱 〇授業内容の復習と実践 
第 5 回 スポーツにおける動機づけ 〇授業内容の復習と実践 
第 6 回 スポーツにおける指導者とコーチング 〇授業内容の復習と実践 

第 7 回 健康スポーツの介入指導 

【中間レポート課題】 
心の健康に配慮した、運動・スポーツ指導案
を作成しよう（詳細は別途提示） 
書式：A4 
締切：第 9 回授業日まで 
提出先：WebClass 

第 8 回 メンタルトレーニング概論 〇授業内容の復習と実践 
第 9 回 リラクセーション法・セルフコントロール法 〇授業内容の復習と実践 
第 10 回 スポーツにおける目標設定と志向性 〇授業内容の復習と実践 

第 11 回 
身体活動における自己効力感とスポーツ競技者の自信
について 

〇授業内容の復習と実践 

第 12 回 トップアスリートの心理的特徴について 〇授業内容の復習と実践 
第 13 回 授業の振り返り 〇授業内容の復習と実践 
第 14 回 最終レポート 〇授業内容の復習と実践 
第 15 回 まとめ 〇授業内容の復習と実践 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS901-
Y51 

2.科目名 特別研究Ⅰ（手話基礎） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 小川知子、幸泉正子 

5.授業科目の区分 

コミュニケーションと
手話  手話言語分野
における実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学部 9.履修学年 全学年 
10.取得資格の要件 手話検定５級 11.先修条件 無し 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面 
16.履修制限 手話を目視確認及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 20 名とします。 

17.授業の目的と概要 

目的： ユニバーサル社会、共生社会を具体的に進める際に必要な言語コミュニケーション
ツール 
(日本手話)を身につける。 
   概要： 授業は聴覚障害のある講師と聞こえる講師の２名です。 
音声言語と手話の違いなど手話言語の基礎知識を学ぶとともに、手話の習得と会話場面を 
想定した演習を行います。 
聴覚障害者の特性を理解し、聴覚障害者とのコミュニケーション方法を考える。また、手話
で話すこと 
で手話言語の普及と手話言語の継承に欠かせない手話をコミュニティの構築に繋げる。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰ（社会的貢献性 多様性理解 コミュニケーションスキル） 
【到達できる学習目標は次の通
り】                                                                  
① 聴覚障害を理解し、手話で簡単な会話ができる。(手話検定 5 級レベル) 
   ② 手話言語の基礎知識を知る。 
③ 聴覚障害者の暮らしや文化を学び、共生社会において聞こえないことによる課題に気づ
く。 
 

19.教科書・教材 

参考図書 
「今すぐはじめる手話テキスト 〜聴さんと学ぼう！〜」  
発行 一般財団法人全日本ろうあ連盟   ￥990(税込み) 
「DVD で学ぶ手話の本」全国手話検定試験５級対応(手話でステキなコミュニケーション
１） 
三訂 ￥3,080(税込み) 
 

20.参考文献 

手話動画サイト 
  神⼾市手話動画  https://www.youtube.com/watch?v=PTq7LAl35wM 
  全日本ろうあ連盟  https://www.jfd.or.jp/ 
 

21.成績評価 テスト 50％  毎回コメント(講義理解)提出 20％  毎回技術評価 30％ 
22.コメント 質問がある場合は、毎回のコメントの欄に記入可能。次回の授業で回答します。 
23.オフィスアワー 毎週水曜日 4 時限(15:00〜16:30) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ 
授業の内容・技術・評定算出の方法・進め方の確認受
講場の注意点などについて 

コメント提出：講義で理解したこと 



技術：様々なコミュニケーション手段   
講義：聴覚障害の基礎知識 
 

２ 
技術：名前を紹介しましょう    
講義：手話の成り立ち  
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

３ 
技術：家族を紹介しましょう    
講義：聞こえのしくみ 
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

４ 
技術：数字を使って伝えましょう   
講義：聴覚障害者の生活  
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

５ 
技術：趣味を紹介しましょう     
講義：手話と身振りの違い  
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

６ 
技術：仕事について          
講義：職場でのコミュニケーション 
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

７ 
技術：住所を表しましょう      
講義：ろう教育の歴史  
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

８ 
技術：自己紹介のまとめ       
講義：情報障害とコミュニケーション障害① 
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

９ 
技術：一日の生活           
講義：情報障害とコミュニケーション障害② 
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

１０ 
技術：一ヶ月について       
グループワーク：情報とコミュニケーション障害 
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

１１ 
 

技術：一年の行事           
講義：手話通訳について 
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

１２ 
技術：会話演習① 
講義：聴覚障害のまとめ  
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

１３ 
技術：会話演習② 
講義：共生社会を進めるために 
 

宿題：手話動画を見る 
コメント提出：講義で理解したこと 
 

１４ 手話スピーチ演習 （手話検定５級対応） 
宿題：手話スピーチの準備 
コメント提出：自分の手話表現課題 
 

１５ 筆記テスト(知識と手話よみとり)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
A51 

2.科目名 特別研究Ⅱ（防災教育演習） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、学校園や施設等のセーフティ･マネージメントに関して理解し、防災・減災に
関しての方策を具体的に提案できる力を身に付けることを目的とします。 
【概要】 
〇過去の我が国で発生した自然災害の概要について、被害と復興の事実を知る。 
〇学校園･施設での避難訓練について考え、自然災害に応じた避難訓練を立案する。 
〇避難所についての理解を深め、避難所運営について考える。 
〇学校園での防災学習を計画・立案し。指導計画を作成することができる。また、指導計画
をもとに模擬授業及び出前授業を行う。 
〇地域防災に積極的に関わり、地域総合防災訓練等に参画する 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの①自律性 ④問題発見･解決力 ⑥専門的知識･解決力に関連し
ています。 
（１）学校園･施設等で発生するリスクをイメージし、対応策を考えることができる 
（２）自然災害発災の状況を理解し、減災の方法について考えることができる 
（３）阪神･淡路大震災、東日本大震災の事実を知り、その教訓を伝承しようとする意欲を
もつ 
 

19.教科書・教材 
①適宜、資料を配布します 
②その他関連サイトの URL や関連資料について授業中に適宜紹介します 

20.参考文献  

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです 
・毎時間の活動ワークシートの作成      ２０％【学習目標(1)(2)(3)に対応】 
・課題１：「避難訓練案」立案        ２０%【学習目標(2)(3)に対応】 
・課題２：「避難所運営で大切にしたいこと」 ２０％【学習目標(2)(3)に対応】 
・課題３：出前授業に向けて・活動案・板書計画の作成 ２０％【学習目標(1)(2)(3)に対
応】 
・最終レポート              ２０％【学習目標(1)(2)(3)に対応】 

22.コメント 

 日本は、阪神･淡路大震災や東日本大震災などの地震・津波、雲仙普賢岳、御嶽山での⽕
山災害などが多発しています。また近い将来、南海トラフ巨大地震の発生も予想されてお
り、世界的にも先進的な防災・減災対策、被災地の復興施策が展開されてきました。この科
目では、災害の教訓伝承としての防災教育に注目し、学校園･施設での避難訓練・自然災害
発災時の避難所設営･運営を実践的に学んでいきたいと考えます。また、学修の総和として
の小学校での防災出前授業及び地域防災の実際としての地域総合防災訓練の参加も計画しま
す。 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

〇オリエンテーション 
・本科目の目標、概要、評価について 
〇我が国の自然災害に概要 
・阪神･淡路大震災について 
・東日本大震災について 

〇毎回パソコンを持参すること 
〇グループワークには 360°カメラ等 ICT 機
器を活用します。 

第２回 
〇小学校での避難訓練① 
・自然災害を想定した避難訓練の現状と課題について 
 

 

第３回 

〇小学校での避難訓練② 
・GW：自然災害（地震･津波･土砂災害等）を想定し
た避難訓練の立案 
 

〇PC 持参のこと 

第４回 

〇小学校での避難訓練③ 
・自然災害（地震･津波･土砂災害等）を想定した避難
訓練案についての発表 
・評価及びふりかえり 

【今回の復習】90 分：授業ノートをまとめ
る 
【次回の予習】90 分：避難所の課題につい
て web サイトから情報収集する 
課題① 
「避難訓練案」立案 

第５回 
〇避難所運営について① 
・阪神･淡路大震災発災時の避難所について現状と課
題について 

 

第６回 
〇避難所運営について② 
・HUG（避難所運営ゲーム）から避難所運営につい
て考える 

 

第７回 
〇避難所運営について③ 
・GW:自然災害発災時の避難所運営まとめ 
・学校再開について 

課題② 
「避難所運営で大切にしたいこと」 

第８回 
〇小学校での防災学習出前授業に向けて① 
・小学校での防災教育の現状 
・防災学習についてのビデオ視聴 

 

第９回 

〇小学校での防災学習出前授業に向けて② 
・防災学習かるた 
・クロスロードゲーム 
・防災リュックをつくろう 

 

第 10 回 
〇小学校での防災学習出前授業に向けて③ 
・GW:出前授業に向けて活動案作成 
 

〇課題③ 
・活動案・板書計画の作成 

第 11 回 

〇小学校での防災学習出前授業に向けて④ 
・教具の作成 
・GW:活動案に基づいた模擬授業の実施 
・活動案の修正等 

 

第 12 回 
〇小学校での防災学習出前授業に向けて⑤ 
・出前授業の実施 
・出前授業評価とふりかえり 

 

第 13 回 〇地域防災訓練への参加 
課題④ 
・レポート「地域防災訓練に参加して」 



第 14 回 
〇講話：「阪神･淡路大震災当時の避難所運営と学校再
開について」 
 

 

第 15 回 
〇まとめ・ふりかえり 
〇最終レポート作成 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
A81 

2.科目名 
特別研究Ⅱ（インバウンド実務主任者認定試
験対策） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 夏学期の特別研究科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 国際ツーリズム専攻 9.履修学年 2 年生〜 

10.取得資格の要件 観光検定・インバウンド主
任認定試験 

11.先修条件 観光事業論、、インバウンド産業論、観光
産業論などを履修 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面講義 
16.履修制限 夏学期中、9 月 6 日〜9 日（4 日間） 

17.授業の目的と概要 

概要と目的 
最近、国際観光業界の急成⻑により、関連企業の人材不足と共に、専門知識を持った人材を
求めている状況である。このような社会の流れに合わせて優秀な人材を輩出するため、一般
財団法人全日本情報学習振興協会が主催とするインバウンド観光主任認定試験と観光検定試
験が毎年 4 回、実施されている。本学の経営学科では観光人材を育成するため、国際ツーリ
ズム専攻の授業で観光産業論、観光実務論、観光産業特論など観光の専門分野における学習
を集中的に実施している。特に特別研究科目は、この授業を通じて観光検定試験に合格し、
観光専門家として自分の知識と技量を発揮し、企業が必要とする人材になることと共に社会
的貢献ができる人材を育成することを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標 
特別研究科目は、観光の専門家として証明することができる観光検定試験、インバウンド実
務主任者試験を目指して、 
集中講義を実施し、出来るだけ多数の合格者を輩出することを目標とする。 
 

19.教科書・教材 インバウンド実務主任者認定試験 公式テキストと問題集 
20.参考文献 過去提出された試験問題 

21.成績評価 
毎回のテストで評価する。 
観光検定、インバウンド実務主任者試験の申し込みをする 
 

22.コメント 観光検定に合格するはっきりした目標をもつ学生 
23.オフィスアワー 金曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

2 月 6 日 
４コマ 
 

①回目  
2 限〜５限 
観光検定テキスト講習会実施 
過去問題集 小テスト実施 

テキスト持参 

２月７日 
４コマ 

②２限〜５限 
過去問題集 学習 
小テスト実施 

テキスト持参 

２月８日 
４コマ 
 

③２限〜５限 
小テスト結果を分析し 
自分の弱い部分を強化する 

テキスト持参 

２月９日 
３コマ 

④３限〜５限 
最終的模擬テスト実施 
結果を見て振り返り 

テキスト持参 

   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
A82 

2.科目名 特別研究Ⅱ（IT パスポート試験対策講座） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 IT は現代社会においてなくてはならない社会インフラとなっている。ビジネスでも日常生
活でも IT 用語が一般用語として使用されている。IT パスポート試験は、すべての社会人・
学生が備えておくべき IT に関する基礎的な知識が証明できる国家試験である。コンピュー
タ、ネットワークなどの技術的なことだけでなく、社会人として身につけておきたい経営全
般に関する知識、マネジメント知識など幅広い分野の総合的知識を問う試験である。この試
験の合格をめざし、IT を正しく理解し、効果的な IT 活用のできる知識技能の習得を目的と
する。 
 授業では、基礎知識の解説からはじめ、基礎問題でさらに基礎力をかため、過去問題等で
応用力をつける。講義と練習問題を解くことを中心に進める。パソコンの操作は、ほとんど
必要としない。 
 日本では 2030 年には IT 人材が最大で 50 万人も不足すると試算されている。今後は事務
系・技術系、あるいは文系・理系を問わず、IT に関する幅広い知識を身につけておくこと
は、従来以上に、企業や社会から求められている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①コンピュータの基本用語および仕組みを理解する。 
②ハードウェア・ソフトウェアの知識を習得する。 
③システムの考え方・セキュリティの知識を習得する。 
④ IT パスポート試験に挑戦（or 受験を検討)する。 

19.教科書・教材 
かんたん合格 IT パスポート教科書 令和 4 年度 坂下 夕里 ＆ラーニング編集部 (著)、株
式会社インプレス、2022 年 

20.参考文献  

21.成績評価 
小テストｘ8 16 点 
中間テスト 34 点 
最終テスト 50 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 科目内容の概要、到達目標、評価方法等 
  IT パスポートの勉強法についてのレクチャ 
第 2 回 プロジェクトマネジメント① 
  プロジェクトマネジメント、アローダイアグラム 
第 3 回 プロジェクトマネジメント② 
  順列と組み合わせ、サービスマネジメント 
第 4 回 企業活動① 
  企業、経営戦略、生産戦略、業績の評価、マーケ
ティング 
第 5 回 企業活動② 
  分析ツール、組織、業務 

第２〜9 回までの各回の後、それぞれ 3 問ず
つ出題し、回答を求める。 



第 6 回 IT 活用① 
  技術開発戦略、情報システムの活用 
第 7 回 IT 活用② 
  効率的な IT 投資、e-ビジネス、AI と IoT 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
Y51 

2.科目名 特別研究Ⅱ（仕事とキャリア形成Ⅱ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸、老邑敬子、疋田浩一 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、社会人として基本的に必要な自己 PR 力、基礎学力及びビジネスマナーについ
て、キャリア支援の観点から修得することを目的とする。 
３つのポイント 
１ 自己分析と自己 PR(作文力) 
  就職活動において求められる自己 PR 文を作成するなど、文章による自己開示をトレー
ニン 
 グします。 
２ 基礎学力の確認 
  就職活動においては、SPI 等の基礎学力検査によって社会人として最低限の思考力や一
般 
 教養が問われることになります。この種学力検査については、出題傾向を事前に研究し、
試 
 験の形式に慣れることで対処可能な部分も多いことから、そのためのトレーニングを行い
ま 
 す。 
３ ビジネスマナーの修得 
  職活動やキャリア形成においては、互いの意思疎通を図るコミュニケーション能力が重
要な要 
 素となります。「ビジネスマナー」は常識ある態度や行動の基本であると同時に、周囲の
人々へ 
 の思いやりでもあり、コミュニケーションを円滑に進めるための必要不可欠な知識と言え
ます。 
  この授業では、マナーをただ覚えるのではなく、「なぜ」「どうして」という視点から学
びま 
 す。社会人としての心構えや考え方、立ち居振る舞いや言葉づかいなどを修得し、自信を
持って 
 就職活動に取り組みましょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(2)社会的貢献性、の学修に関連して
います 
本科目の学習目標は次のとおりです 
① 自己分析を繰り返し、相手の求めに応じた文章を構成する能力を高める 
② 社会人として求められる基礎的な思考力、一般教養を身につける 
③ 基本的なビジネスマナーの体得（マナーを理解して自分のものにする） 
 

19.教科書・教材 必要に応じて配布 
20.参考文献  
21.成績評価 成績評価方法については、以下の通りです。 



山本 
・自己 PR に向けての作文ワーク  ３０％ 
 (毎回違ったテーマで文章を作成×5) 
老邑  
・実技点（言葉遣い・姿勢・態度・立ち居振る舞い・話し方など）20％ 
・小テスト・確認テスト（基本的マナーの理解度をチェック）20％ 
疋田  基礎学力確認試験（最終回） ３０％ 
注 第 １回~第 ５回内容  山本担当 
     第 ６回~第１０回内容    老邑担当  
  第１１回~第１５回内容  疋田担当 

22.コメント 

◆ 本授業は 3 つのクラスの兼用版です。 
授業は 3 人の担当教員が５回の授業を 1 セットとして、３つのセクションを順番に担当しな
がら展開します。 
３パターン： 
疋田⇒老邑⇒山本 
老邑⇒山本⇒疋田 
山本⇒疋田⇒老邑 
○授業中の活動が評価対象です。全力で講義にのぞみましょう。 
○授業中に完成しなかった問題について、授業外で学習し、次回までに提出するようにしま
しょう。 
○楽しく学んで「明日から実践できる！」ビジネスマナーを目指します。 
※ 講義回はノートパソコンを使用します。 
 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

自分自身のキャリア（人生）において、譲れない価
値、実現したい生活、それを手に入れる手段は何かを
考えて、文章化する。＝自己分析の出発点として確認
してみる。 

ノート PC を持参すること 
教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 
 

第 2 回 

人生設計（未来をシナリオプラニング）とマネープラ
ン。 
お金の面から自分の理想の人生を値踏みする。 
人生目標の設定と目標達成のために必要となるスキル
や能力習得について考える。スキルアップ計画を立て
る。 

ノート PC を持参すること 
教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 3 回 
はたらく意義を再考。 
人生の価値と現実(金銭面)を踏まえて、働く意義をど
こに位置付けるかを考える。 

ノート PC を持参すること 
教室内ワークを踏まえて文章を仕上げる(-
2h) 

第 4 回 

周囲の環境を分析する。 
自分が飛び込むことになる社会の将来像を考える。 
VUCA の時代をどう生きるか。 
Society5.0（IT と共存する未来社会）のライフスタイ
ル・生活環境について考える。 

ノート PC を持参すること 
教室内ワークの続きを行って文章を仕上げる
（-2h) 

第 5 回 現時点で表明できる自己 PR のポイントを到達点とし
て確定しておく。 

ノート PC を持参すること 
教室内ワークによって文章を仕上げる(2h) 

第 6 回 
◇ キャリアとビジネスマナー（１） 
□「キャリア」とは 

ノート PC を持参すること 
 



 ・自身が描くキャリアを考える 
□「ビジネスマナー」とは 
 ・第一印象の重要性 
 ・身だしなみの基本とチェックポイント 
 ・挨拶とお辞儀 
 ・基本的な立ち方 
□「ビジネスマナーとコミュニケーション」 
 

第 7 回 

◇ キャリアとビジネスマナー（２） 
□「敬語」について知り、正しく使い分ける 
 ・敬語の種類（尊敬語・丁寧語・謙譲語） 
 ・ビジネスの慣用表現 
 ・二重敬語と若者言葉 
 ・効果的なクッション言葉 
□ 前回授業の振り返り 

前回授業の理解度を確認する小テストをおこ
なう 

第 8 回 

◇ キャリアとビジネスマナー（３） 
□ 企業が求める人間像について 
□「面接」のマナー 
 ・訪問〜受付〜控室の流れとマナー 
 ・入室〜面接〜退室の流れとマナー 
 ・質疑応答での話し方と聞き方 
 ※敬語小テスト 
□ 前回授業の理解度の確認 
 

前回授業の理解度を確認する小テストをおこ
なう 

第 9 回 

◇ キャリアとビジネスマナー（４） 
□「ビジネスメール」の基本 
 ・ルールに則ったビジネスメールの送信・受信を実
際に行う 
 ・プライベートメールとのやりとりとの違い 
 ・電話の応対の基本 
 ・名詞の意味と交換について 
□ 前回授業の理解度の確認 

ノート PC を持参すること。 
実際にメールを受信。応答を作成し、返信す
る。 

第 10 回 

◇ キャリアとビジネスマナー（５） 
□「実技テスト」と「確認テスト」 
 ・全４回のまとめとして、総合的な習熟度を見るた
めの実技テストと確認テストを行う 
□ レポート作成 → 提出 
□ 前回授業の理解度の確認 

前回授業で作成した名刺を持参すること 

第 11 回 
1 基礎数学(１) 
◆「割合の計算」 
※テキスト・ワークシートを配布します 

worksheet 30 分 
テキストを読み返し、学習した内容について
ノートに整理する 

第 12 回 
2 基礎数学(２) 
◆「順列・組合せ」 
※テキスト・ワークシートを配布します 

worksheet 30 分 
テキストを読み返し、学習した内容について
ノートに整理する 

第 13 回 
3 基礎数学(３) 
◆「確率」 
※テキスト・ワークシートを配布します 

worksheet 30 分 
テキストを読み返し、学習した内容について
ノートに整理する 

第 14 回 4 基礎数学(４) worksheet 30 分 



◆「１次方程式と関数」 
※テキスト・ワークシートを配布します 
 

テキストを読み返し、学習した内容について
ノートに整理する 

第 15 回 

5 基礎数学(５) 
◆「2 次方程式と関数」 
※テキスト・ワークシートを配布します 
 

worksheet 30 分 
テキストを読み返し、学習した内容について
ノートに整理する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
Y52 

2.科目名 特別研究Ⅱ（国際犯罪論） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村上昭徳、中山誠 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 2 年生以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件 司法犯罪心理学 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義形式 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 国際犯罪とは、犯罪者や犯罪行為が複数の国にまたがる場合を指し、国際刑事警察機構
（International Criminal Police Organization；ICPO)、国際刑事裁判所、国際司法裁判所が
関わることになる。国際犯罪はそれぞれの国で法的体系が異なることや、容疑者の引き渡し
に関する条約の締結状況により、捜査が進展しないことがある。その例としては、2020 年
現在、日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国は、アメリカと韓国の 2 カ国のみであるが、
その理由として、我が国では死刑制度が存置されているので、相手国が引き渡した自国⺠が
死刑にされる恐れがあることが挙げられている。この講義では、国際犯罪の諸問題を取り上
げ、学生が相互に議論し、解決する方向を模索する能力を身につけることを目指す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・ 国際間で異なる、多様な文化や背景を理解し、受け入れる能力を身につけて、犯罪者の
行動を予測し、犯罪の解決のための捜査方法について思考する（多様性理解） 
・これまでに発生した犯罪について学び、その問題点を発見したうえで、問題解決の思考力
や判断力を身につけ、犯罪の未然防止のための提案ができるようになることを目指す。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 
各回授業小レポート３０％ 
中間レポート３０％ 
最終レポート４０％ 

22.コメント 質問にはできる限り即応する。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

ガイダンス 
①大学案内に「関⻄国際大学はグローバル人財の育成
をめざし、すべての学生にグローバルスタディ、海外
留学、海外インターンシップの機会を提供します。」
とありますがこの事業の一翼を担うものである。 
②グローバルゼーションの進展に伴い、国境を越えて
大規模かつ組織的に行われる国際組織犯罪の脅威が深
刻化している。国際組織犯罪は、社会の繁栄と安寧の
基盤である市⺠社会の安全、法の支配、市場経済を破
壊するものであり、国際社会が一致して対処すべき問
題である。 
③過去に発生した国際犯罪事件・事例、例えば「日本
人拉致事 

①予習 
国際刑事警察機構 
②授業で引用する事件名 
①大韓航空機爆破事件 
②日本人拉致事件 

 
国際刑事警察機構 
国際刑事警察機構（International Criminal Police 
Organization)について学ぶ。国内では、「ICPO」、海

①予習 
国際刑事警察機構 
エミールガレについて 



外ではインターポール（International Police の短縮
形）と呼ばれ、本部はフランスのリヨンに置かれる。 
当初「ICPO」は５７か国・地域の警察機関を構成員
として１９２３年９月７日に発足した。今では１９５
以上の構成員となっている。日本は１９５２年に加盟
している。 
犯罪捜査や犯人逮捕に携わる各国の警察の連携を図
り、各国間の情報の伝達ル 

②引用する事件名 
エミールガレのガラス工芸品「フランスのバ
ラ」盗難に関連する国際捜査共助事件 

 

諸国の共通利益を害する犯罪 
多くの国々にとり、共通に法益を侵害する行為は、条
約や慣習国際法といった国際法により処罰すべきもの
であると考えられている。 
これを受けて各国が国内法を制定し、これにより処罰
される犯罪を「諸国の共通利益を害する犯罪」とい
う。このことについて以下の区分で学ぶ。 
① 国際犯罪の意義 
② 渉外性を持つ犯罪 
③ 国際法上の犯罪 
? 諸国の共通利益を害する犯罪 

授業で引用する事件名 
①大韓航空機爆破事件 
②日本人拉致事件  
③金正男暗殺事件 

 

国際社会全体の名において処罰される犯罪 
国際社会全体の一般利益を侵害する犯罪である。その
ため、個人の刑事責任が国内法を介さずに直接国際法
によって成立し、国際刑事裁判所など国際機関により
訴追・処罰される犯罪を「国際社会全体の名において
処罰される犯罪」という。第２次世界大戦後に生まれ
たこの新しい国際犯罪について学ぶ。 

授業で引用する事件 
金大中（韓国元大統領）拉致事件 

 

麻薬、薬物犯罪 
麻薬等薬物問題は、地球規模の深刻な問題であり、国
際社会が一丸となって取り組むべき重要な課題であ
る。 
比較的早期に対策が取られてきたヘロイン、コカイン
の使用については横ばいないし減少がみられる。一方
覚醒剤や危険ドラッグ等の合成麻薬の乱用が世界的に
拡大傾向にあり、わが国はこれら合成麻薬対策に重点
を置き、国際的な取り組みに協力している。 

 

 

マネーロンダリング 
日本語で言う資金洗浄のことである。グリーン・ウオ
ッシュとも言う。麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯
罪によって得られた資金（汚れたお金）を、資金の出
所を分からなくするために、架空または他人の金融機
関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、
株や債券の購入や大口寄付などを行ったりする。これ
は、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるための
行為であり、世界中で巨大な闇のお金として悪用され
ることがある。これらの行為は法律で禁止されてい
る。 

 

 
サイバー犯罪 
国際犯罪論から見たサイバー犯罪の定義、サイバー犯

 



罪の種別について研究学習する。また、典型的なサイ
バー犯罪及び具体的な事例を取り上げて学習する。 
一方、国内外からのサイバー攻撃に対する対策につい
ては、現在警察庁を中心として、防衛省、総務省、経
済産業省等が対策を講じている。その対策等について
研究、学習していく。 
 

 

腐敗防止 
公務員に係る増収賄、公務員による財産の横領等腐敗
に関する問題は、グローバル化の一層の進展に伴い、
持続的な発展や法の支配を危うくする要因として看過
できないものである。 
これは、最早地域的な問題ではなく、全ての社会及び
経済に影響を及ぼす国際的な現象となっている。また
腐敗とその他の形態の犯罪（組織犯罪）との結び付き
も指摘されるようになり、効果的に腐敗行為を防止す
るためには国際協力を含め、包括的かつ総合的な取組
が必要であることを研究し、学ぶ。 

 

 

テロ対策 
テロ対策をどうすればいいのかを一言で言えば、それ
ぞれの場所、組織において、しなければならない基本
を順守することである。一つの事例がある。この事例
を説明すれば、基本の順守がいかに大切か学ぶことが
できる。 
その事例とは１９８７年１１月２９日に発生した「大
韓航空機爆破事件」である。イラクのバクダット国際
空港における手荷物検査を基本通り行っておれば乗
員、乗客１１５人の命は救われた。大韓航空機爆破事
件はなぜ発生したのか、なぜ防げなかったかについて
論じる。当初は基本通り行ったが、途中で心が折れて
しまった事例 

授業で引用する事件名 
①大韓航空機爆破事件 
②日本人拉致事件  
③ラングーン事件 

 

人身取引 
人身取引とは、「国際的な組織犯罪の防止に関する国
際連合条約を補足する人（特に女性及び児童）の取引
を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」（通
称：人身取引議定書）第３条において定義され、「搾
取」を目的とし、暴力等の「手段」を用いて、対象者
を獲得するなどの「行為」をすることを言う。 
〇人身取引対策行動計画２０１４ 
 平成２６年１２月１６日「犯罪対策閣僚会議」で決
議され、「世界一安全な国、日本」を作り上げるため
実施する各種施策について学ぶ。 

授業で引用する事件名 
①大韓航空機爆破事件 
②日本人拉致事件 

 

我が国と諸外国の犯罪をめぐる条約 
①近年、交通や通信手段の高速化、金融、IT サービ
スその他のネットワークの広がりに伴い、急速に複雑
化、深刻化している国際的な組織犯罪に対処するため
に国際協力を推進する国際的な規範作りが求められて
いることを学ぶ。 

予習 
タジマ号事件 
授業で引用する事件 
①タジマ号事件 
②金正男暗殺事件 
③大韓航空機爆破事件 



②人身取引、密入国、銃器対策について学ぶ 
人身取引議定書、密入国議定書、銃器議定書の３つの
議定書が、国際組織犯罪防止条約の内容を補足してい
る。 
③属地主義について学ぶ。 

 

 

国外への逃亡、身柄の引き渡し、代理処罰 
①国際手配制度の趣旨 
国際手配制度は、ICPO が開発し発展させてきた制度
である。全加盟国の警察の組織力を通じて、国外逃亡
被疑者の所在発見、身元確認等に務めるものである。 
②国際手配を希望する場合には、加盟各国に設置され
た国家中央事務局 
（NCB 日本では警察庁）が自国の各警察機関と ICPO
の事務総局及び加盟各国の警察とをつなぐ窓口機関に
なる。日本では国家中央事務局である警察庁が ICPO
の事務総局に国際手配をする。 
 

予習 
カルロスゴーン被告逃亡事件 
復習 
国際刑事警察機構（ICPO） 
授業で引用する事件名 
①金正男暗殺事件 
②大韓航空機爆破事件 

 
グローバルスタディ 
これまでのグローバルスタディ（シアトル）での調査
と成果について論じあう。 

 

 
諸外国での科学捜査 
我が国と諸外国での科学捜査の違い、特にポリグラフ
検査の違いについて論じる。 

 

 

総括 
犯罪については、今後ますますグローバル化、大型
化、インテリジェンス化していくであろう。国内で発
生する犯罪も、国際犯罪とは、切っても切れない関係
になってきます。日常生活、卒業後の就業中において
も、こういった感覚を保持することが必要なことであ
る。 
これまでの国際犯罪論で引用した、「大韓航空機爆破
事件」や「日本人拉致事件」を振り返り、社会に出た
場合のリーダーシップや責任感ついて論じ、人格形成
に資する講義を行い総括とする。 

授業で引用する事件名 
①大韓航空機爆破事件 
②日本人拉致事件 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
a01 

2.科目名 特別研究Ⅱ（体験の言語化） ※遠隔 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹、尾崎慶太 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 オンライン（zoom） 

16.履修制限 
 本学の学生と一般社団法人学修評価・教育開発協議会加盟校の学生のうち、今後、経験学
習プログラムを受講する予定、もしくは経験学習プログラムを受講済みで、より深い学びに
したい学生を対象とします。 

17.授業の目的と概要 

経験学習プログラムにおける学習効果をより高めることを目的とします。体験したことを個
人の物語として閉じ込めておくのではなく、他者の視点や社会の課題と結びつけることで、
それら課題に現実的にどのように関わっていけるのかについて、自分のことばで語ることが
できるよう学習していきます。 
＊この授業はオンラインで実施します（zoom の接続環境が必要）。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢
（社会的貢献性）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①自分の体験から社会の課題を発見することができる。 
②自分の体験につながっている社会の課題を語ることができる。 
③社会の課題に自分がどう関わっていけるのかを表現できる。 

19.教科書・教材 適宜配付します。 

20.参考文献 
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編（2018）「体験の言語化実践ガイドブッ
ク」成文堂 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下のとおりです。 
課題 1：ワークシート 30 点［学習目標①、②に対応］ 
課題 2：中間のふりかえりシート 10 点［中間のまとめ］ 
課題 3：最終プレゼンテーション 40 点 ［総括、学習目標①、②、③に対応］ 
課題 4：自己評価のためのふりかえりシート 20 点[総括] 
※課題は 1-4 のすべてについて、提出要件を満たすことを合格基準とします。なお、最終プ
レゼンテーションについては授業内でルーブリックを示しますので、それを参考に課題に取
り組んでください。 

22.コメント 

・本学の学生と一般社団法人学修評価・教育開発協議会加盟校に向けた開放科目になりま
す。サービスラーニングやインターンシップなどの体験をもとに、他大学の学生とともに社
会とのつながりや貢献可能性に関連付けながら、自己成⻑と学びの発展を図っていきましょ
う。 
・授業展開は、主としてオンラインツール zoom を利用して実施します。具体的な日程につ
いては、別途案内します。概ね 5 月から 7 月に 8 回、10 月から 12 月に 7 回実施します。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
春学期 

・オリエンテーション（本科目の目標、内容、評価の
確認） 
・経験学習とは何か？ 

○提示した事前課題（動画視聴）に取り組
み、特徴的な点について整理する 

【第 2 回】 
・これまでの体験を語る a-1 
-事前課題の共有 

○ワークシートをもとに、過去の体験を具体
化する 



-体験を言語化するポイントを学ぶ 

【第 3 回】 ・これまでの体験を語る a-2 
-ワークシートを使って自己の体験を他者に伝える 

○本時の授業内容を踏まえ、ワークシートに
記載の過去の体験をブラッシュアップする 

【第 4 回】 
・体験を深める 
-ロールプレイを体験し、「自分-他者」の関係性につ
いて考える 

○ワークシートをもとに、体験の中に存在す
る他者の立場を検討する 

【第 5 回】 
・体験を社会の問題につなげる① 
-「自分-他者」の関係性を「自分-他者-社会」の関係
性へと発展させる 

○ワークシートをもとに、体験の中に潜む社
会の問題について検討する 

【第 6 回】 
体験を社会の問題につなげる② 
-自己の体験から発見した社会の問題について、グル
ープで共有する 

○中間プレゼンテーションの準備をする 

【第 7 回】 
・これまでの体験を経験として語る 
-これまでの作業課題をまとめ、中間プレゼンテーシ
ョンを行う 

○中間プレゼンテーションのふりかえりを行
い、夏学期（8-9 月）の活動に向けたアクシ
ョンプランを検討する 

【第 8 回】 
・発展に向けた活動のあり方を考える 
-中間のふりかえりを行う 

＊夏の休暇期間中にサービス・ラーニング等
に取組む 

【第 9 回】 
秋学期 

・深いふりかえりに取組むために 
-体験を言語化するポイントの再確認 

○ワークシートをもとに、夏学期の活動の中
からインパクトのあった場面を抽出する 

【第 10 回】 
・体験を語る b-1 
-ワークシートを使って自己の体験を他者に伝える 

○本時の授業内容を踏まえ、ワークシートに
記載の過去の体験をブラッシュアップする 

【第 11 回】 
・体験を語る b-2 
-自己の体験の中に存在する他者の立場を考える 

○ワークシートをもとに、体験の中に存在す
る他者の立場を検討する 

【第 12 回】 
・社会問題との接続を明確にする① 
-「自分-他者」の関係性を「自分-他者-社会」の関係
性へと発展させる 

○ワークシートをもとに、体験の中に潜む社
会の問題について検討する 

【第 13 回】 
・社会問題との接続を明確にする② 
-自己の体験から発見した社会の問題について、グル
ープで共有する 

○最終プレゼンテーションの準備をする 

【第 14 回】 
・経験学習の成果報告 
-最終プレゼンテーション 

○最終プレゼンテーションのふりかえりを行
い、次の学習課題設定（アクションプラン）
を検討する 

【第 15 回】 
・学びのふりかえりと発展に向けて 
-最終のふりかえりと次の学習課題について全体共有
する 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2101-
Y51 

2.科目名 まちづくり論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

現代社会におけるまちづくりのあり方について、商店街などの商業空間や、公園・広場とい
った公共空間などの身近な生活空間を中心に講義します。都市では、さまざまな立場や考え
を持った人びとが同じ地域や場所で生活しています。こうした、異なる人たちと共に（とき
に折り合いをつけながら）どのようにして、いっしょに暮らしていけるのかは、都市でのま
ちづくりの重要なテーマです。この授業をとおして、「社会」という観点から、都市計画や
まちづくりについて考える姿勢を身につけることが、本講義の目的です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S1、S2 の学修に関連しています。 
①現代社会におけるまちづくりについての基本的な知識や考え方について述べることができ
る 
②商店街、中心市街地、公共空間など、個別トピックにおけるまちづくりの課題について理
解し説明することができる。 
③自分にとっての身近な生活空間に関心を持ち、そのあり方について自分なりの意見を持ち
説明することができる。 
 

19.教科書・教材 使用しません。毎回、レジュメと資料を配布します。 

20.参考文献 

ジェイン・ジェイコブズ（山形浩生 訳）『新版 アメリカ大都市の死と生』鹿島出版会、
2010 年 
中島直人・村山顕人ほか『都市計画学:変化に対応するプランニング』学芸出版社、2018 年 
笹尾和宏『PUBLIC HACK:私的に自由にまちを使う』学芸出版社、2019 年 
満薗勇『商店街はいま必要なのか』講談社現代新書、2015 年 
満薗勇『日本流通史:小売業の近現代』有斐閣、2021 年 
その他、適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

グループワークの課題①（都市の多様性）：10 点（学習目標①に対応） 
小レポート課題①（都市の多様性）：10 点（学習目標①に対応） 
グループワークの課題②（商店街活性化）：20 点（学習目標②③に対応） 
小レポート課題②（商店街活性化）：20 点（学習目標②③に対応） 
グループワークの課題③（公共空間）：20 点（学習目標②③に対応） 
小レポート課題③（公共空間）：20 点（学習目標②③に対応） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 個人研究室：木曜２限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
［講義］イントロダクション：「まちづくり」とは何
か（震災復興を例として） 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 2 回】 ［講義］まちづくりにおける「地域主義」と都市の多 予習：授業内容に関連した用語やニュースに



様性① 
 

関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 3 回】 
［活動］まちづくりにおける「地域主義」と都市の多
様性②（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題、レポート課題①の提
出 

【第 4 回】 
［講義］商店街とまちづくり①：商店街のなりたち
（近現代を中心に） 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 5 回】 
［講義］商店街とまちづくり②：商店街活性化政策の
変遷  
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 6 回】 
［講義］商店街とまちづくり③：商店街活性化の現代
的課題  
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 7 回】 
［活動］商店街とまちづくり④：商店街の現状を調べ
よう（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 

【第 8 回】 
［活動］商店街とまちづくり⑤：商店街の現状を調べ
よう（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題、レポート課題②の提
出 

【第 9 回】 
［講義］公共空間とまちづくり①：都市公園とは何か 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 10 回】 
［講義］公共空間とまちづくり②：都市公園政策の過
去と現在  
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 11 回】 
［講義］公共空間とまちづくり③：都市公園の管理を
めぐる問題 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること。 

【第 12 回】 
［活動］公共空間とまちづくり④：公園の⺠営化をめ
ぐって（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題③の提出 

【第 13 回】 
［講義］公共空間とまちづくり⑤：公共空間の管理と
「自由」 
 

予習：授業内容に関連した用語やニュースに
関心を持ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を



読み直し、整理すること。 

【第 14 回】 
［活動］公共空間とまちづくり⑥：公共空間のデザイ
ン（グループワーク） 
 

予習：グループワークに向けた課題に取り組
むこと  
復習：グループワークの成果をまとめること 
・グループワーク課題③の提出 

【第 15 回】 まとめ ・レポート課題③の提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2103-
Y51 

2.科目名 情報社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

テレビや携帯電話にパソコン、新聞やラジオなど、私たちの生活は数多くのメディアに囲ま
れ、それらを介して私たちは膨大な量の情報に接している。こうした社会はしばしば「情報
社会」と呼ばれ、それは現代社会を特徴付ける大きな要因のひとつとなっている。本講義で
は、過去から今日に至るまでのメディアの発展およびその研究動向を概括し、その上で今日
のメディア状況、私たちの生活においてメディアが果たす役割について考え、情報社会を生
きぬくための知恵や方法を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①情報社会の進展について理解を深め、必要なメディアリテラシーを高める。 
②情報機器端末を効率的に使用できる。 
③複眼的な視座で情報選別ができる。 
④個人情報の適切な管理ができる。 

19.教科書・教材 辻泉・南田勝也・土橋臣吾編『メディア社会論』有斐閣 
20.参考文献  

21.成績評価 小レポート（50 点） [学習目標①②に対応］ 
期末試験（50 点） [学習目標②③④に対応］ 

22.コメント パワーポイントを利用した講義形式。印刷物を配付する。 
23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［講義］はじめに 復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 2 回】 ［講義］メディア社会論のために 復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 3 回】 
［講義］ネットワーク化の来歴──メディアがつない
できたもの 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 4 回】 
［講義］モバイル・デバイスの来歴──場所感覚の喪
失と創出 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 5 回】 
［講義］コンテンツ・メディアの来歴──ソリッドな
スター／リキッドなアイドル 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 6 回】 ［講義］ソーシャル・メディアの功罪──SNS 的つ
ながりの実相 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 7 回】 
［講義］デジタル・コンテンツの功罪──データ化し
た音楽作品とその価値 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 8 回】 
［講義］ネット広告の功罪──監視社会と消費行動へ
の自由① 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 9 回】 ［講義］ネット広告の功罪──監視社会と消費行動へ 復習:今回の復習及び授業ノートの整理  



の自由② 予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 10 回】 ［講義］ユビキタス／ビッグデータの功罪──「わた
し」という閉域，「みんな」の可視化 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 11 回】 ［講義］メディア社会の構想：再帰化 
復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 12 回】 
［講義］変わりゆくリアリティ──二項対立から多項
対立の時代へ 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 13 回】 ［講義］変わりゆくコンテンツ──鑑賞からプレイへ 
復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 14 回】 ［講義］変わりゆくテクノロジー──分断された「わ
たし」からモバイルな社会性へ 

復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 15 回】 ［講義］おわりに−総括試験 
復習:今回の復習及び授業ノートの整理  
予習:次回の教科書の該当箇所を読んでおく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2105-
Y51 

2.科目名 マスコミ論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄昭彦 

5.授業科目の区分 
専門科目／マスコミ分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的／現代および歴史に例をとりながら、さまざまなメディアが果たしてきた役割を検証。
自分たちがいまどこにいるのか、どこに向かっているのかを知る能力をやしないます。 
概要／暗箱のなかの小さな針穴から、私たちは世界をのぞき、ときに声をだしています。こ
の針穴が「メディア」であり、それを通じた情報のやりとりが「マス・コミュニケーション
（マスコミ）」です。授業では、各メディアに特性を学びつつ、社会とコミュニケーション
のかたちを学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「S1.修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力」「S2.社会や文化について科学的に理解する力」の学修に関連しています。 
１．変革期にあるマス・コミュニケーションの全体像を理解し、説明できる。  
２．各メディアの特性や仕組み、社会との関わりを理解し、説明できる。  
３．各メディアのコンテンツをとおして時代の流れを理解し、説明できる。     
４．メディアの構造や表現法について学び、自らのメディア表現に活用できる。 

19.教科書・教材 授業でレジュメを配付、資料はプロジェクターで投影 
20.参考文献 適宜紹介 

21.成績評価 

授業への対応 40 点 （学習目標の１〜４に対応） 
期末レポート 60 点 （学習目標の１〜４に対応） 
※レポート提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出することを合格基準と
します。 

22.コメント 

メディアによって伝えられるさまざまな分野のコンテンツを事例としながら、授業を進めま
す。メディアはふだんの生活のなかで身近に接しているものです。各分野ごとに自分なりの
関心や疑問をもち、授業にのぞむとよいでしょう。質問等は、授業後またはメールにて受け
つけます。 
春期の新聞研究とあわせて受講することで、より理解が深まります。 

23.オフィスアワー 授業後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ガイダンス、導入（メディアってなに） 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 2 回】 身体とコミュニケーション １ 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 3 回】 身体とコミュニケーション ２ 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 4 回】 集団とコミュニケーション １ 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 5 回】 集団とコミュニケーション ２ 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 6 回】 技術とメディア １／コンピュータ 予習／Web Class を確認 



復習／レジュメを確認 

【第 7 回】 技術とメディア １／ＩＴ社会 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 8 回】 印刷系メディアの構造 ／新聞・出版 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 9 回】 電波系メディアの構造／ＴV を中心に 復習／レジュメを再確認 

【第 10 回】 広告とメディア １／構造 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 11 回】 広告とメディア ２／表現 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 12 回】 メディア表現１／言葉とメディア 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 13 回】 メディア表現２／音楽とメディア 
期末レポート課題発表 
予習復習／Web Class 等確認 

【第 14 回】 メディア表現３／写真史と社会 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 15 回】 メディア表現４／映画史と社会 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2106-
Y51 

2.科目名 神⼾文化研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

郷土料理や方言など伝統的なものから、マクドナルドの略称やトランプのローカルルールな
ど新しいものまで、日本には多くの地域文化が存在しています。ネットやテレビの人気コン
テンツとして、また地域活性化事業にからんで、近年ますます注目を集めている地域文化に
ついて、この授業では、特に神⼾を中心とした事例を紹介していくと同時に、その成り立ち
を説明する各種の文化理論を紹介していきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（S2）社会や文化についての科学的理解力、（3）多様性の理
解、（2）問題解決力の学修に関連しています。 
①日本の地域文化について、その概況を説明することができる。 
②地域文化の成立にかかわる各種の文化理論を説明することができる。 
③それらの理論を使い、様々な地域文化を分析することができる。 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業ガイダンス ― 授業内容および目的について、成
績評価について、地域文化をめぐる基本用語 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 
明?海峡とタコ飯 ― 伝統編１：?然環境が作り出し
た地域?化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 
さまよえるアホ／ダボ境界線 ― 伝統編２：封建制が
作り出した地域?化（１） 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 
神?にはなぜ?中さんと?本さんが多いのか ― 伝統編
２：封建制が作り出した地域?化（２） 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 
京都から?が来て神?で神になった ― 伝統編３?ムラ
社会が作り出した地域?化（１） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 
尼崎の砂かけばばあと神?平野の隠ればばあ ― 伝統
編３?ムラ社会が作り出した地域?化（２） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・?テストに解答、送信 

【第 7 回】 グーとパーと「うらおもて」― 現代編１：子供社会
が作り出す地域文化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・?テストに解答、送信 
 

【第 8 回】 ジェームス?といかなごのくぎ煮 ― 現代編２?他地 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



域との接触が作り出す地域?化（１） ・?テストに解答、送信 

【第 9 回】 メリケン粉とソース ― 現代編２：他地域との接触が
作り出す地域?化（２） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・?テストに解答、送信 

【第 10 回】 
⻑田で飲んだミカンの味のアップルジュース ― 現代
編３：地域経済が作り出す地域?化（１） 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 
とくれんと神⼾ノートとサンテレビ ― 現代編３：地
域経済が作り出す地域?化（２） 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・?テストに解答、送信 

【第 12 回】 ファミリアのバッグと六甲?の?なしライダー ― 現
代編４：局地的流行としての地域?化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・?テストに解答、送信 

【第 13 回】 
創られた南京町 ― 復興編１：活性化事業の中で作り
直される地域文化（１） 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・?テストに解答、送信 

【第 14 回】 
神⼾港「世界一のクリスマスツリー」騒動をめぐって 
― 復興編１：活性化事業の中で作り直される地域文
化（２） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・?テストに解答、送信 

【第 15 回】 

神⼾出身者はなぜ神⼾をモダンでハイカラと語るのか 
― 復興編２：アイデンティティの拠り所として作り
直される地域文化 
 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2201-
Y01 

2.科目名 教育社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋香織 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 私たちにとって身近な教育について問い直し､さらに学校教育の抱える問題などについて
相対化して考えることができる力を養うことが授業の目的です｡ 
 皆さんが受けてきた学校教育への疑問や関心などが本当に正しいのか､データなどを用い
て現実を考えていくのが教育社会学であり、それを通して自分がいま生きているこの社会の
あり方を相対化することにつながることになります｡そのためには関連する情報を自分で集
めたり､本を読んだりすることが必要です。 
 指定テキストとそれを解説したパワーポイントと視聴覚メディア（DVD）を活用しなが
ら、講義形式中心ですすめる予定です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は 総合社会学科の DP の「S1.修得した知識技能を通して、現代社会の諸
問題を総合的に理解する力」「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」の学修に関
連している。 
①教育社会学の概念・理論・対象について、基礎的なことがらが説明できる。 
②教育を社会学的な観点から考察し、それを自分自身の経験に結びづけながら説明できる。 
③学力の問題について、現在の教育改革と関連付け、さらに PISA などの国際比較を通し
て、最近の学力観について理解して説明することができる 
④社会の中で教育をとらえ、特に 

19.教科書・教材 高橋 均 編著『想像力を拓く教育社会学』東洋館出版社 

20.参考文献 
J.H. バランタイン 編著『教育社会学―現代社会のシステム分析』東洋館出版社 
本田由紀、2014、『社会を結びなおす』岩波ブックレット 
志水宏吉他、2014、『調査報告 「学力格差」の実態』 岩波ブックレット 

21.成績評価 

リアクションペーパー 40％  学習目標①と②と③と④に対応 
最終課題       60％  学習目標①と②と③と④に対応 
 毎回のリアクションペーパーは、WEB CLASS を活用、採点し返却します。 
 最終課題は採点後返却し、単位取得の基準に満たない場合は書き直してしてください。 

22.コメント 

毎回、配付するコメントカードについては、積極的な記入を期待している。コメントカード
の質問などを次の授業で回答する等を通して、教員と学生の双方向的な授業にする。 
本講義は社会学の視点から教育を考察することが目的で、説明時に事例として取り上げるの
は日本の教育であるため、日本の教育の現状に一定の理解が必要になる。 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜日 昼休み 
学修支援センター：⽕曜日 3 時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ガイダンス 
   教育を社会学する：社会学的想像力 

【復習】テキスト P1-9 
【来週の予習】次週の資料を配布しますので
読んできて下さい 

【第 2 回】 教育社会学では格差社会をどのようにとらえているか 
【復習】配布資料を読んで定着を図ってくだ
さい 
【来週の予習】テキスト P10-16 



【第 3 回】 
社会学で教育を考えるための理論（１）マルクス ウ
ェーバー デュルケーム 

【復習】テキスト P10-16 
【来週の予習】テキスト P17-26 

【第 4 回】 
社会学で教育を考えるための理論（２）格差社会を考
える手掛かりとしての再生産論 

【復習】テキスト P17-26 
【来週の予習】テキスト P27-36 

【第 5 回】 

社会学で教育を考えるための理論（３）教育と社会の
関係をどうとらえるか    
                         
機能主義理論の展開 

【復習】テキスト P27-36 
【来週の予習】テキスト P37-48 

【第 6 回】 
社会学で教育を考えるための理論（４）葛藤理論の展
開 再生産論の展開 

【復習】テキスト P37-48 
【来週の予習】テキスト P75-94 

【第 7 回】 
社会学で教育を考えるための理論（５）バーンスティ
ン  ブルデュー 

【復習】テキスト P75-94 
【来週の予習】テキスト P152-163 

【第 8 回】 
教育改革と学力問題（1）学力とは何か 教育改革の
動向 

【復習】テキスト P152-163 
【来週の予習】次週の資料を配布しますので
読んできて下さい 

【第 9 回】 教育改革と学力問題（2）学力問題と格差問題 
【復習】配布資料を読んで定着を図ってくだ
さい 
【来週の予習】テキスト P164-171 

【第 10 回】 
教育改革と学力問題（3）近年の教育改革の動向と学
力 

【復習】テキスト P164-171 
【来週の予習】テキスト P207-213 

【第 11 回】 大学の学びを再考する（1） 大学で学ぶとは 
【復習】テキスト P207-213 
【次回の予習】テキスト P214-235 

【第 12 回】 大学の学びを再考する（2） 学歴と就職 
【復習】テキスト P214-235 
【来週の予習】次週の資料を配布しますので
読んできて下さい 

【第 13 回】 グローバル化と教育（1） グローバル化とは何か？ 
【復習】配布資料を読んで定着を図ってくだ
さい 
【来週の予習】テキスト P281-299 

【第 14 回】 グローバル化と教育（2）日本のグローバル化への対
応 

【復習】テキスト P281-299 
最終レポートの最終提出締め切り 
 最終レポートは第 15 回目に返却 

【第 15 回】 まとめと最終レポートの返却と講評 
コメントを書いた最終レポートを返却しま
す。基準に達していない学生は再提出が必要
となります。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2202-
Y51 

2.科目名 消費生活論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は生涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人生およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で生じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で生じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 

20.参考文献 
経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学 改訂版 山口裕幸ら著 有斐閣 
サクッとわかるビジネス教養行動経済学 阿部誠監修 新星出版社 

21.成績評価 
1．各回のミニレポート×14 回＝60％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：40％（学習目標の①②③④に対応） 
 

22.コメント 
※前日までに次回のレジュメ(ppt の穴抜き)を webclass に用意します。 
 レジュメは授業前に印刷をしておいてください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ガイダンス：産業・組織心理学とは  
第 2 回 説得における態度とは何か、説得の影響力  

第 3 回 
 
社会的証明とネットレビューの心理学  

第 4 回 ネガティブポイントをポジティブに見せる方法  
第 5 回 承諾を得やすくするためのユニットアスキング  
第 6 回 説得時における数字の効果  
第 7 回 従業員のモチベーションを高める心理学  
第 8 回 職場のコミュニケーション  
第 9 回 特典付加の心理学  
第 10 回 広告・マーケティング①  



第 11 回 広告・マーケティング②  
第 12 回 心理的財布と支払い  
第 13 回 苦情行動・クレーマー  
第 14 回 ラストシーンの心理学  
第 15 回 到達度確認テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2203-
Y51 

2.科目名 ジェンダーと世代 3.単位数 2 

4.授業担当教員 荒木菜穂 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業は、生活の場での、身近な問題としてのジェンダーについて思考することができる
ようになることを目的としています。ジェンダーについて考えることとは、「男らしさ」「女
らしさ」を取り巻く様々なことについて考えることです。 
本授業では、身近な問題としての恋愛や結婚、家族、教育、労働など現代社会で生きる上で
の様々な場面、切り口からジェンダーに関する社会のしくみについて、資料や映像、文献等
を使用し、これまでの議論や歴史から学び、現代の問題に照らし合わせるとどうか、異なる
立場の議論がある場合は、自分はどうなのか、などについて考えていきます。基本は講義形
式ですが、適宜ワークシート、ミニレポートなどを取り入れ、皆の意見を共有する時間を設
けます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「 1.健やかで調和のとれた人格と、
しなやかなで豊かな知性を自ら形成できる人間性」「S1.修得した知識・技能を通して、現代
社会の諸問題を総合的に理解する力」の修得に関連しています。 
①ジェンダーに関係する諸学問ではこれまでどのようなことが議論されてきたのかを知り、
現代の課題および、自分の経験に引き付け考えられる。 
②授業を通じ、「あたりまえ」「常識」を疑うという「しんどいこと」を、柔軟に思考するこ
とができる。 
③ジェンダーにとらわれることなく、自分とは異な 

19.教科書・教材  
20.参考文献 授業内で適宜指示する。 

21.成績評価 
授業内ワーク ２０点（学習目標の②③④に対応） 
中間試験レポート２０点（学習目標の①④に対応） 
総括試験６０点（学習目標の①④に対応） 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ジェンダーについて〜「男として生きること」「女と
して生きること」とは 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
メディアにおけるジェンダー表現の予習・第
２回受講前の自分の考えをまとめる 

【第 2 回】 
メディアにおける男女の描かれ方〜マスメディアとス
テレオタイプの問題を中心に 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
インターネットと社会をめぐるニュースを探
す予習・第３回受講前の自分の考えをまとめ
る 

【第 3 回】 
インターネット時代のジェンダー〜メディア・リテラ
シーの重要性 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
恋愛の現状に関する予習・第４回受講前の自
分の考えをまとめる 

【第 4 回】 
恋愛・結婚・家族とジェンダー（１）〜イマドキの恋
愛、愛と暴力など 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
結婚制度についての予習・第５回受講前の自



分の考えをまとめる 

【第 5 回】 
恋愛・結婚・家族とジェンダー（２）〜現代社会と結
婚 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
家族をめぐる最近のニュースについて予習・
第６回受講前の自分の考えをまとめる 

【第 6 回】 
恋愛・結婚・家族とジェンダー（３）〜家族というし
くみ 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
ジェンダー平等をめぐる現状について予習・
第７回受講前の自分の考えをまとめる 

【第 7 回】 女性解放運動（フェミニズム）の歴史について現代社
会から考える 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
美に関する社会問題について予習・第８回受
講前の自分の考えをまとめる 

【第 8 回】 ジェンダーと美の秩序〜外見至上主義について考える 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
妊娠・出産についての現状の予習・第９回受
講前の自分の考えをまとめる 中間レポート
試験課題 

【第 9 回】 身体と性〜出産・健康・医療とジェンダー 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
性産業をめぐる問題について予習・第１０回
受講前の自分の考えをまとめる 
 

【第 10 回】 快楽の性とジェンダー〜性産業について考える 
配布プリント、キーワードの確認・復習 
労働をめぐる社会問題についての予習・第１
１回受講前の自分の考えをまとめる 

【第 11 回】 
労働とジェンダー（１）〜資本主義社会と女性労働    
中間試験レポート課題提出 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
人間らしい働き方についての予習・第１２回
受講前の自分の考えをまとめる 

【第 12 回】 
労働とジェンダー（２）〜ワークライフバランスを考
える 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
性の多様性についての予習・第１３回受講前
の自分の考えをまとめる 

【第 13 回】 セクシュアリティとジェンダー〜性をめぐる様々なこ
と 

配布プリント、キーワードの確認・復習 
ジェンダーに関係する世界のニュースについ
て予習・第１４回受講前の自分の考えをまと
める 

【第 14 回】 異なる文化における様々なジェンダー問題 
配布プリント、キーワードの確認・復習 
ジェンダーに関係する最近のニュースを探す
予習 

【第 15 回】 総括試験 全体の確認・復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2204-
Y51 

2.科目名 家族論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部総合社会学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 「社会学入門」を履修済が望ましい 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 原則として、第１回目の授業に出席した者に限ります。無断欠席の場合は、履修を取り消す
場合もあるので、注意してください。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、家族の過去、現在、未来について、自分の生き方と社会のあり方とを関連づけ
ながら考えるようになることを目指します。 
日本の「家族」および「家庭」は、急激な社会の変化にともない、この半世紀ほどの間に大
きく変わったと言われています。日本人のライフスタイルにも変化が見られ、夫婦とは、親
子とは、そして家族・家庭とは、いったい何なのかが改めて問われています。家族はどのよ
うに変わりつつあり、家庭はどのような方向に進もうとしているのでしょうか。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「多様性理解」の学修に関連してい
ます。 
①自分の育った家族について他人に語ることができる。 
②自分の結婚観について論理的に説明することができる。 
③ワークファミリーバランスの現状について、問題点を指摘することができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。毎回の配布資料は WebClass 等に挙げます。 

20.参考文献 
○山田昌弘『結婚不要社会』朝日新聞出版,2019 年（朝日新書 717) 
他については適宜、紹介していきます。 

21.成績評価 

・第１回レポート（テーマⅠ）⇒20％¨（目標①） 
・第２回レポート（テーマⅡ）⇒20％（目標②） 
・第３回レポート（テーマⅢ）⇒20％（目標③） 
・プレゼンテーション（ファミリー単位）⇒10％（目標③） 
・毎時間の課題（アサイメント含む）⇒30％（目標①〜③） 
 

22.コメント 

●社会学科「家族社会学」を同じ時間帯に開講します。 
●原則、対面で授業を行います。 
●WebClass を使って授業を行いますので、毎回、必ずノートパソコンを持参してくださ
い。 
●新型コロナウイルス感染再拡大も予想され、急遽、授業を ZOOM に変更することも予想
されます。 
 その場合は PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットも持参してくださ
い。 
●ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
●社会情勢（緊急事態宣言の発出など）により今後、授業の進め方が変更になるかも 

23.オフィスアワー 

【神⼾山手キャンパス】 
○センタオフィスアワーー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
○研究室オフィスアワー⇒⽕曜Ⅲ限（1320 研究室） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 テーマⅠ：「家族」って何だろう？① 提出物：ワークシート 



 9 月 26 日 ○オリエンテーション（授業の内容・進め方・評価
等） 
○ワーク：「家族」という言葉から何を連想するか？ 
 

復習：今回の復習 
 

第２回 
 10 月 3 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？② 
○ワーク：疑似家族の編成（グループ分け） 
○ワーク：家族構成やファミリーコンセプトを設定
し、発表する。 
○ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケート 
●第 1 回レポート告知 

提出物：ワークシート 
           ：アンケート 
復習：今回の復習 

第３回 
 10 月 17 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？③ 
ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケートの
結果をもとに、家族の多様性について考える。  
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第４回 
10 月 24 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？④ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第５回 
10 月 31 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？⑤ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表
（続き） 
○テーマのふりかえり  
 

提出：アンケート 
復習：今回の復習 

第６回 
11 月 7 日 

 
 テーマⅡ：「結婚」について考える① 
○講義：日本における結婚の変遷 
○ワーク：結婚観に関するアンケート 
 

提出物：オークション 
復習：今回の復習 

第７回 
11 月 14 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える② 
○ワーク：結婚相手はどんな人？（オークションの実
施） 
○第２回レポート課題告知 
 「結婚する／しない？：わたしの結婚観」 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第８回 
11 月 21 日 

テーマⅡ：｢結婚」について考える③ 
○講義：オークション結果の発表 
○ワーク：アンケート結果をもとに結婚観について考
える 
○講義：データからみた日本の結婚（続） 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第９回 
11 月 28 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える④ 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第１０回 
12 月 5 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える① 
○ワーク：第 2 回レポートの発表（続） 
○第３回レポート課題告知 
「ウィズコロナ、アフターコロナ時代の働き方と家

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 



族：私たちはこう考える」 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（ファミ
リー単位） 

第１１回 
12 月 12 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える② 
○講義：新聞記事の検索：『聞蔵』を中心に 
○ワーク：テーマに関する記事検索 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（2 回
目） 

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 

第１２回 
12 月 19 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える③ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（3 回目）  
  テーマと方向性、役割分担を決める。 

○予習：資料の収集 

第１３回 
1 月 16 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える④ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（4 回目） 
  持ち寄ったデータを整理しまとめる。プレゼン資
料の作成 

持参するもの：ノートＰＣ、調べてきた記事 
授業外グループ学習：テーマについて分担し
て調査 

第１４回 
 1 月 23 日 
 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑤ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位） 
 

提出物：ワークシート 

第１５回 
1 月 30 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑥ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位）
（続） 
○講義：テーマのふりかえり 
○授業アンケートの実施 

提出物：ワークシート 
              第 3 回レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2206-
Y51 

2.科目名 福祉社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業の目的は福祉について社会学的に捉えることにある。福祉は高齢者のためのもの、
といった理解があるかもしれないが、誰にとっても必要な事柄である。 
 ではなぜ福祉が必要なのか。それは誰もが支えなくてはならないものなのか。社会の基盤
というのはいったいどういうことなのか。 
 そこで本授業では福祉について受講者にとって身近な問題から考える。そして社会におけ
る福祉の意義や意味について議論する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP のうち「社会的貢献性」「多様性理解」「問題発見・解決力」と結びついてい
る。 
学修目標は以下の通りである。 
（１）福祉の社会課題を具体的に提示することができる（問題発見・解決力） 
（２）福祉における多様なアクターについて説明することができる（多様性理解） 
（３）福祉の社会課題を社会学的に説明することができる（問題発見・解決力） 
 

19.教科書・教材 適時提示する 
20.参考文献 適時提示する 

21.成績評価 
（１）ディスカッションペーパー（毎回）・・・30% 
（２）問題発見ペーパー（５回）・・・30％ 
（３）課題レポート・・・40% 

22.コメント 
福祉について考えることは私たちにとって遠く離れたことのように思えます。ですが私たち
の日常に溢れていることがらです。これらをみなで議論することが本授業で取り組むことで
す。 

23.オフィスアワー 後日追記します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
福祉とはなにか 
福祉と社会の関係について学ぶ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（１）を記入する。 

第 2 回 福祉と社会を考える 
福祉に関わる社会的組織、人材を知る 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 3 回 
福祉と日本社会（１） 
戦後の福祉政策までを概観する 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 4 回 
福祉と日本社会（２） 
現在の福祉の政治状況について概観する 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（２）を記入する。 

第 5 回 
福祉は必要か？（１） 
福祉に対する批判・異議申し立てについて考える 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 6 回 福祉は必要か？（２） 
将来の福祉について考える。 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 7 回 福祉と社会理論（１） 
シャドウ・ワーク、福祉レジーム論、ケア 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（３）を記入する。 



第 8 回 
福祉と社会理論（２） 
シティズンシップと外国人 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 9 回 
福祉と社会理論（３） 
障害者と社会モデル 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（４）を記入する。 

第 10 回 社会福祉と当事者（１） 
当事者に寄り添った福祉は可能か？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 11 回 
社会福祉と当事者（２） 
当事者に寄り添った福祉団体。 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 12 回 
福祉の実際（１） 
地域福祉と地域包括ケア（高齢者福祉） 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（５）を記入する。 

第 13 回 
福祉の実際（２） 
地域福祉と生活保護（社会保障） 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 14 回 福祉の実際（３） 
地域と児童福祉（子どもの福祉） 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 

第 15 回 まとめー社会と福祉の関係を考える 復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2207-
Y51 

2.科目名 コミュニティ論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業の目的は地域について社会学的に捉えることにある。地域で生活することは私たち
にとってごく当たり前であるように見えて、そうではない。私たちが出会う人は限定的であ
り、それだけで成り立ってしまう。しかし、社会に出たとき、私たちは地域の諸課題につい
て無関心ではいられない。 
 そこで本授業では地域について受講者にとって身近な問題から、将来関与することになる
だろう問題まで幅広く扱う。そして地域課題に対して、当事者のひとりとして参与できる素
養を育てる。 
 ほぼすべての授業で「ワークショップ」を行うことを念頭に登録してください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP のうち「社会的貢献性」「多様性理解」「問題発見・解決力」と結びついてい
る。 
学修目標は以下の通りである。 
（１）地域の社会課題を具体的に提示することができる（問題発見・解決力） 
（２）地域における多様なアクターについて説明することができる（多様性理解） 
（３）現代の都市におけるコミュニティ問題について提示することができる（問題発見・解
決力 
（４）地域社会の変容について説明することができる（多様性理解） 
（５）地域の社会課題を社会学的に説明することができる（問題発見・解決力） 
（６）地域の社会課 

19.教科書・教材 適時提示する 
20.参考文献 適時提示する 

21.成績評価 
（１）ディスカッションペーパー（毎回）・・・30% 
（２）問題発見ペーパー（５回）・・・30％ 
（３）地域課題レポート・・・40% 

22.コメント 

地域を社会学的に考える。あまりピンと来ないかもしれませんね。ですが、地域は否応なく
私たちが参与するものです。将来、みなさん自身の課題を解決するためにも助けになりま
す。なによりみなさん自身が地域の主体となり、社会に参与していくことを私は期待してい
ます。そうした積極性を本授業は歓迎します。 

23.オフィスアワー 後日追記します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 地域とはなにか―地域を捉える視点 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（１）を記入する。 

第 2 回 社会関係資本の力ー地域を捉えるために 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 3 回 地域に関わることはめんどうなことか？−地域と社会
の関係 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 4 回 日本の「地域」ー集団、ネットワーク、制度 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（２）を記入する。 



第 5 回 地域を考える必要性ー歴史、調査 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 6 回 
共に生きるという目標ーまちづくり、防災、高齢化、
共生 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 7 回 地域社会と福祉ー高齢者の増加を地域は支えられる
か？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（３）を記入する。 

第 8 回 
地域社会と職ーグローバル化する社会における地域
は、衰退する宿命にあるか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 9 回 
地域社会と教育ー子どもは家族だけで育てられるか？
学校の役割は？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（４）を記入する。 

第 10 回 
地域社会と外国人ー増加する外国人は私たちの地域に
とってどのような存在か？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 11 回 地域社会と無縁ー孤立するひとびとを自己責任と切っ
て捨てるのか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 12 回 地域と市⺠活動ーボランティア活動は善意だけで成り
立つか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（５）を記入する。 

第 13 回 地域と起業ー「地域」で食べていくことは可能か？ 
復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 14 回 
地域と共生社会ー私たちはどのように手を取り合って
生きていくか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 

第 15 回 
地域の課題と、あなたの将来ー私たちはなにができる
のか？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2212-
Y51 

2.科目名 市場調査論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 C 科目 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 社会科学の分野において問題発見をして、論理的思考・判断力に基づいて問題解決に取り
組むためには、情報を収集し活用する力が不可欠である。統計学は、事実を読み取ったり、
自分の意見を人に伝えるために、データを収集し表やグラフに加工して簡単な統計分析を行
うことは、今後の専門的な学習を行っていくために必要不可欠な能力である。 
【概要】 
 この科目では、データ分析の基礎、すなわちデータから社会的知識を得る技法や、データ
で事実や意見を伝える技法を学ぶ。 
 なお、授業参加においては各自がノートパソコンを持参しなければならない。パソコンの
基本的な操作スキル、つまり文字入力やファイルの保存と呼び出し、インターネットへの接
続などを前もってできるようになっておくこと。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

情報収集・活用力、問題発見力、論理的思考・判断力の基礎を身につける。 
本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（5）コミュニ
ケーションスキル（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 ⽵田茂生・藤木清 『ゼロからの統計学―使えるシーンが見える―』 くろしお出版 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します 

21.成績評価 
中間試験 20% 
平常課題 30%（ワークシート・練習問題） 
期末試験 50% 

22.コメント 授業初回時に、より詳しいスケジュール等を説明するので、必ず出席してください。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 
・授業の進め方 
・統計学とは 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 2 回 
統計資料の整理① 
・既存統計資料（表やグラフ）のよみ方の留意点 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 3 回 

統計資料の整理② 
・統計資料（表やグラフ）のまとめ方の留意点 
・変数と尺度の種類 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 4 回 
質的データの集計① 
・集計とは 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 



・単純集計とクロス集計 
 

第 5 回 
量的データの集計① 
・度数分布表・ヒストグラムの作成と読み方 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 6 回 
量的データ集計② 
・代表値と散布度 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 7 回 
中間試験（第 1 回〜第 6 回） 
・2 つの量的変数の関係を見る① 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 8 回 

中間試験の解説 
2 つの量的変数の関係を見る② 
・相関係数、因果関係と疑似相関 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 9 回 
質的データの集計② 
・単純集計とクロス集計を行う 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 10 回 

量的データの集計③ 
・基本統計量を算出する方法を学ぶ 
・ヒストグラムを作成する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 11 回 
量的データの集計④ 
・基本統計量を比較する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 12 回 
2 つの量的変数の関係を見る③ 
散布図を作成し、相関係数を算出する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 13 回 
総合練習問題①（理論編） 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 14 回 総合練習問題②（技能編） 
授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 15 回 
総括試験 
第 1 回から第 14 回までの全範囲。PC の持込不可。
電卓持込可。 

総括試験にむけて全範囲を総復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2213-
Y51 

2.科目名 フィールドワーク 3.単位数 2 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、社会調査で用いられる様々な質的データの収集と分析の方法を学ぶ。まず、
社会学の分野における研究例を紹介しつつ各方法の特徴を概観する。また、一部の方法につ
いては実際に質的データの収集と分析を試みることで、質的調査の実践的なスキルの基礎を
習得することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①社会調査における質的調査の特徴とその意義を理解することができる。 
②インタビュー調査の実査をとおして、インタビューデータをまとめ資料化することができ
る。 
③フィールドワーク（観察法）によるデータの収集と分析ができる。 
④インターネット・SNS を用いた質的データの収集と分析ができる。 

19.教科書・教材 テキストおよび資料を配布する。 

20.参考文献 
工藤保則・ 寺岡伸悟・ 宮垣元編 『〔第３版〕質的調査の方法：都市・文化・メディアの感
じ方』 法律文化社、2022 年 
その他、適宜紹介します。 

21.成績評価 

質的調査に関する小課題…10 点 ［学習目標①に対応］ 
インタビュー調査のレポート…40 点 ［学習目標②に対応］ 
タウンウォッチングレポート…35 点 ［学習目標③に対応］ 
web を用いた質的調査に関する小課題…15 点 ［学習目標④に対応］ 

22.コメント グループワークや意見交換などをよくおこなう授業です。 
また、授業時間外におこなう作業が多い授業なので、そのつもりで受講してください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業の進め方、評価等についての説明 
社会調査とは何か 

復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 2 回】 
 

質的調査とは何か 
量的調査と質的調査の比較、質的調査の意義とは何か 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 3 回】 
社会学における質的調査の歴史 
質的調査の類型：フィールドワークにおける参与観察
と非参与観察 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
宿題：小課題をすること 

【第 4 回】 
観察法① 
フィールドノートと記録 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 5 回】 
観察法② 
タウンウォッチングの企画 

準備学習：観察の対象、方法などを考えてお
くこと 
宿題：企画書をまとめる 

【第 6 回】 観察法③ 授業時間外に自ら企画した観察法を実施する 



タウンウォッチングの実査 
 

【第 7 回】 
観察法④ 
タウンウォッチングの発表、レポートの作成 

宿題：レポート課題（タウンウォッチング）
を完成させる 

【第 8 回】 インタビュー法①練習編（食生活インタビュー） 
準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 

【第 9 回】 
インタビュー法②企画：調査対象の選定と質問項目の
作成 

準備学習：インタビューの対象者と目的を考
えておくこと 
宿題：インタビューの対象者へのアポイント
メントをおこなう 

【第 10 回】 
 

インタビュー法③実査 
授業時間外にインタビュー調査を実施し、デ
ータを収集しておくこと。 

【第 11 回】 インタビュー法④インタビューデータの整理 

準備学習：インタビュー記録の整理（文字起
こしなど）をおこなっておくこと 
宿題：授業内に提示した方法を参考に、イン
タビュー記録をレポートとしてまとめる。 

【第 12 回】 インタビュー法⑤結果の発表・レポートにまとめる 
準備学習：発表の準備をする 
宿題：レポート課題（インタビュー）を完成
させる 

【第 13 回】 
web を用いた質的調査（ソーシャルメディアで得た
データを分析する）① 

準備学習：授業内にて提示したテキストを読
むこと 
宿題：授業内に提示された課題（SNS での
データ収集）をおこなうこと 

【第 14 回】 
web を用いた質的調査（ソーシャルメディアで得た
データを分析する）② 

宿題：授業内に提示された小課題を完成させ
る 

【第 15 回】 まとめ 
準備学習：これまでに提出した課題（レポー
ト）をもう一度よく読み、ふりかえる 
復習：授業内容をノートなどにまとめる 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2214-
Y51 

2.科目名 社会調査法（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

社会調査に関する基礎的な知識と、調査結果の読解能力の習得を目指す。講義の前半では調
査の種類とそれぞれの特性、情報の取扱いにつ いての注意事項などを理解することにあて
る。後半では官庁統計やマーケティングデータなどさまざまな統計資料に触れ、高度な読解
能力を身 につける。最終的にはレポートとして調査の設計をすることによって、学んだス
キルの定着をはかり、高度なリサーチ・リテラシーの習得を目指す 。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①社会調査に必要なスキルを身につけ、調査を行うことができる。 
②調査結果をまとめ、プレゼンテーションする能力を身につける。 

19.教科書・教材 伊達平和・高田聖治『社会調査法』学術図書出版社、2020 
20.参考文献  

21.成績評価 

小レポート５０％ 
期末レポート５０％ 
量的調査の調査票及び質問文を作ることができる…30 点 ［学習目標①に対応］ 
質的調査の技術やテクニックを身につけることができる…20 点 ［学習目標①に対応］ 
データを適切に加工することができる。20 点 ［学習目標①に対応］ 
ワードやエクセルを使って適切な資料を作成できる…30 点 ［学習目標②に対応］ 
 

22.コメント 適宜質問を受け付けるので、積極的に発言するように。 
23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［講義］導入 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 2 回】 ［講義］社会調査とは 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 3 回】 ［講義］社会調査の歴史 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 4 回】 ［講義］質的調査と量的調査 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 5 回】 ［講義］調査の倫理 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 



【第 6 回】 ［講義］報告書の読み方(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 7 回】 ［講義］報告書の読み方(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 8 回】 ［講義］文献・情報検索 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 9 回】 ［講義］データの問題点を探る(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 10 回】 ［講義］データの問題点を探る(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 11 回】 ［講義］データの問題点を探る(3) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 12 回】 ［講義］国勢調査を読む 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 13 回】 ［講義］官庁統計を読む(1) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 14 回】 ［講義］官庁統計を読む(2) 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 

【第 15 回】 まとめ 
準備学習：テキストの該当箇所を読む（60
分） 
復習：与えられた課題をする（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2219-
Y51 

2.科目名 ジャーナリズム論（２）放送研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩崎和夫 

5.授業科目の区分 専門科目（選択科目） 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部総合社会学科 9.履修学年 
２年生以上（２０２１
年度入学以上） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
あなたは今日テレビを見ましたか？ではラジオは聞きましたか？ 
中にはラジオと聞いても何のことか分からない方もいらっしゃるかと思います。昭和、平成
では当たり前だったテレビ、ラジオの視聴、聴取が、令和の今、当たり前ではなくなりつつ
あります。 
背景にはパソコン、スマホの発達、つまりネットの普及があります。情報はスマホで確認、
エンターテイメントもスマホやパソコンで楽しむ。テレビももはやネット視聴のモニターと
なってきました。 
テレビもラジオも本来は「放送」を「受信」するものです。ネットは「放送」ではありませ
ん。違いはどこにあるのか。「放送」はそもそもどうして成立してきたのか、まずは放送の
歴史と成り立ちを学びます。その上で、現状行われている放送の実際、地上波、BS、CS、
４K、８K といった放送の種類の違い、放送局が行っている「ネット放送」などを知った上
で、その問題点、他のメディアとの違いを学びます。そして、将来の放送の在り方を予想し
ます。 
【概要】 
毎授業に必要な資料を配付し、それについての説明を行いながら、実際の放送番組を適宜視
聴してもらいます。その上で、疑問、質問があればお答えします。 
又、パソコンを使い、過去の放送番組や放送に関する記事などを見て、様々な考え方や考
察、放送番組についての実際を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は学修ベンチマークの、１自立できる力、３社会に貢献できる力、４心豊
かな世界市⺠としての資質、５コミュニケーション能力、６専門的知識・技術の学修に関連
しています。 
本科目の学習目標は以下のとおりです。 
１放送の成り立ち、意義を理解する。 
２ネット等の他のメディアとの違い、利点、弱点を知る。 
３放送の現状を知り、問題点があるかどうか、あるとすればどう解決するかを考える。 
４未来の放送の在り方を提案する。 

19.教科書・教材 
毎回資料を配付します。パソコンやプレイヤーで実際の放送番組を視聴してもらいます。 
教科書は使用しません。 

20.参考文献 
特にありませんが、放送全般や放送内容についての書籍、雑誌、新聞記事などを意識的に読
んでおいてください。又、実際の放送をできるだけ沢山視聴、聴取しておいてください。 

21.成績評価 

毎回講義終了時に感想、質問、疑問などを書いた出席表を提出してもらいます。 
例年何も書かない方が多いのですが、これに書かれた内容も評価の対象となりますので、何
でもかまわないので書いて提出してください。 
最終講義時に放送に関するレポートを直接か WEBCLASS を利用して提出してください。 
毎回の出席表、講義時の学習態度、そして最終レポートを総合して成績を評価します。 



出席状況、学習態度 ２０点（学習目標１、２、３に対応） 
レポート提出    ８０点（学習目標１、２、３、４に対応） 

22.コメント 

最近はテレビやラジオそのものを所有していない方も増えてきています。 
そういった方は、今は各放送局がネットで放送と同じ内容をいつでも見聞きできるようにな
っています。そちらを利用して、できるだけ放送番組を見るようにしてください。 
ラジオは radiko といったアプリで、テレビは NHK＋といったネット視聴に対応したサイト
があります。 

23.オフィスアワー 
毎授業の最初に、前回の出席表に書かれた疑問、質問にお答えします。 
授業中でも随時質問していただいても構いませんので、積極的に声を出してください。 
授業後もメール等で受け付けますので、利用してください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
ガイダンス 
現在行われている放送の実際、内容 
これからの授業の進め方などを説明します。 

予習 できるだけ多くのテレビ、ラジオ番組
を視聴してください。 
復習 今まで見聞きしたことがなかった放送
があれば、可能な限り視聴してみてくださ
い。 

第２回 

放送の歴史 通信と放送 
現在の放送に至るまでの歴史を学びます。 
放送は通信の一種なのですが、通信と放送の違いは何
なのか。 
電波を使った放送の基本を説明します。 

予習 
自宅のテレビ、ラジオの受信はどうなされて
いるか調べててください。 
復習 
通信と放送の相違点を確認してください。自
宅に通信機器はあるでしょうか。 
 

第３回 

放送の歴史 ラジオとテレビ 
放送はまずラジオから始まりました。放送が始まるき
っかけは何だったのか。音だけだったラジオからテレ
ビへ。最初に映し出された文字は？ 
テレビ受像機も変化してきました。未来のテレビは？ 

予習 
自宅などにあるテレビ、ラジオなど受信機を
確認してください。いつ頃購入したかなど。 
復習 
家電量販店ではどんなテレビ、ラジオが販売
されているでしょう。販売員の方に話を聞い
てみてください。 
 

第４回 

放送の実際１ 
報道番組、ニュース 
放送の基本はやはり情報です。中でもニュースは災害
時や非常時はもちろん、日々に起こった様々な事象を
素早く伝えています。 
ニュースの成り立ち、どう伝われてきたか、現状と問
題点などを伝えます。 

予習 
各放送局のニュース、ニュースワイドなどを
見聞きしておいてください。 
復習 
問題点などを理解した上でニュースを視聴、
ネットニュースとの違いなどを確認してくだ
さい。 

第５回 

放送の実際２ 
報道番組 ドキュメンタリー 
ニュースの深層やその後の動向などを追ったドキュメ
ンタリー。 
特定の人物や街、過去の出来事などを掘り下げるドキ
ュメンタリー。 
様々なドキュメンタリーを視聴し、その内容、意義な
どを考えます。 

予習 
テレビ、ラジオのドキュメンタリーを視聴し
ておいてください。 
復習 
⺠放ではドキュメンタリーの放送が少なくな
っています。何故なのか、考えてください。 

第６回 
放送の実際３ 
震災と報道 

予習 
阪神淡路大震災についての記事、書籍などを



１９９５年１月１７日の阪神淡路大震災の時、どうい
う報道がなされたのか検証します。災害時の報道の在
り方、今のネット情報はどういう状態なのかを探りま
す。 

探して読んでおいてください。 
復習 
授業で伝えた以外の震災報道を調べてみてく
ださい。 

第７回 

放送の実際４ 
東日本大震災、台風、豪雨、⽕山爆発などの自然災害 
阪神淡路大震災以降に起こった、様々な災害、そし
て、津波と原子力発電所に起こった想定外の事態がど
う報道されたかを伝えます。 

予習 
阪神淡路大震災以降の自然災害、特に東日本
大震災について調べてください。 
復習 
防災についての現在の常識、原発の現状と将
来について確認してください。 

第８回 

放送の実際５ 
娯楽番組、ドラマ 
ニュースなど情報番組以外の娯楽を目的とした番組。
特にドラマについて過去から現在までにどんなものが
あったのか。その歴史について伝えます。 

予習 
現在放送されているドラマを見ておいてくだ
さい。 
復習 
過去のドラマと現在のドラマとの違い、ネッ
トドラマとの違いを確認してください。 

第９回 

放送の実際６ 
バラエティ 
現在の放送の中でも特に夜の時間帯に多く放送されて
いる各種バラエティーについて、どのような内容なの
か、放送形態はどんなものがるかを知り、何故バラエ
ティがこれだけ多く放送されているのかを考えます。 

予習 
放送中の各局の様々なバラエティを見ておい
てください。 
復習 
バラエティの内容についての問題点、将来性
について考えてください。 

第１０回 
 

放送の実際７ 
ワイド番組 
放送の中でも朝や昼の時間帯に多いワイドショー。ニ
ュースやレポート、各種コーナーといった豊富な内容
ですが、各局に違いはあるのか、何故各局とも似たよ
うなワイドになっているのかを考えます。 

予習 
視聴は難しいと思いますが、できれば録画し
て各局のワイド番組を見てください。 
復習 
番組にワイドになってきた理由、将来にはど
ういう形式が考えられるか、考えてくださ
い。 

第１１回 

放送の実際８ 
音楽番組、アニメーション 
最近は少なくなってきた音楽番組。それとは逆に深夜
を中心に多く放送されているアニメーション。その違
いはどこからくるのか考えます。 

予習 
テレビ、ラジオの音楽番組、そしてアニメー
ションを見ておいてください。 
復習 
テレビ、ラジオの音楽番組の違いを確認して
ください。 
何故深夜アニメが多いのか考えてみてくださ
い。 

第１２回 

放送の実際９ 
⺠放と CM オンデマンド放送 
NHK に CM はありませんが、⺠間放送（⺠放）では
CM が流れます。 
CM が⻑過ぎる、煩わしいという声も多く聞きます。 
CM は何故必要なのか。CM 無しのオンデマンド放送
とは何か、を伝えます。 

予習 
NHK と⺠間放送の違いについて調べてみて
ください。 
復習 
実際の CM の時間、内容を確認してくださ
い。オンデマンド放送が見られる方は、何が
一番違うのかを確認してください。 

第１３回 

新しい放送 衛星放送 ４K、８K ネット放送 
今の放送と４K、８K 放送の違い 
今までとは違う放送形態のネット放送は何故生まれて
きたか、実際はどういう放送なのかを伝えます。 

予習 
新しい放送についての記事、書籍などを読ん
でおいてください。 
復習 



視聴出来る方は、新しい放送を見て違いを確
認してください。 

第１４回 

現在の放送の問題点まとめ 将来への視点 
これまで伝えてきた現行放送の問題点をまとめます。 
これらを克服し、将来はどういった放送をするのか、
将来への視点を考えます。 

予習 
これまでの授業で伝えた、放送の問題点をま
とめておいてください。 
復習 
その問題点を克服し、将来はどういう放送を
していくべきか考えてください。 

第１５回 

授業のまとめ 将来の放送への提言 
レポートの内容を踏まえた上で、放送の問題点とその
克服、将来の放送はどうあるべきなのか、まとめま
す。 

予習 
これまでの授業を踏まえ、今の放送の問題点
をまとめた上、レポートの課題に沿って将来
の放送への考えをまとめてください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2302-
Y51 

2.科目名 社会的企業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 
専門科目（社会学・メ
ディアフィールド） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

さまざまな社会問題や地域問題を解決するために、NPO・NGO や社会的企業といった組織
による活動が注目されています。この授業では、社会的企業や NPO・NGO の社会的意義に
ついて、おもに社会学的な観点から受講者とともに考えるとともに、自らが社会問題を解決
する組織を企画することを目的とします。授業では、「講義」と「グループワーク」を交互
におこなっていき、最終的に受講者には講義内容とグループワークをもとに「ソーシャル・
ビジネス」を提案してもらいます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S2、S3 の学修に関連しています。 
①社会問題に取り組むための組織の課題について知り、説明することができる。 
②社会問題の解決のための社会的企業・NPO の企画立案ができる。 

19.教科書・教材 指定しません。授業中に配布するレジュメや資料に沿って授業を進めます。 

20.参考文献 

川村暁雄ほか編著『これからの社会的企業に求められるのは何か』、2015 年、ミネルヴァ書
房 
澤村明ほか著『はじめての NPO 論』2017 年、有斐閣 
その他、適宜授業内にて紹介します。 

21.成績評価 
・グループワークでの課題（15×2 点、20×1 点）：学習目標の①②に対応 
・課題発表の内容（20 点）：学習目標の①②に対応 
・期末レポート課題（30 点）：学習目標の①②に対応 

22.コメント 授業時間中の多くの部分にてグループワークをおこなうので、授業への積極的な参加を要求
します。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 イントロダクション／社会的企業とは何か 

予習：授業内容に関連したニュース（新聞・
Web 記事など）、とくに社会問題に関心を持
ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 2 回】 
【講義】「つくられる」社会問題：クレイム申し立て
活動 

予習：授業内容に関連したニュース（新聞・
Web 記事など）、とくに社会問題に関心を持
ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 3 回】 
【活動】グループワークの班分け／解決すべき社会問
題を考える 

予習：解決すべき社会問題について調べるこ
と 
復習：グループワークでの議論のふりかえ
り、まとめ 

【第 4 回】 
【活動】ソーシャル・ビジネスの提案：解決すべき社
会問題の提示（グループワーク） 

予習：グループワークの準備 
復習：グループワークでの議論のふりかえ



り、まとめ 
グループワークでの課題の作成① 

【第 5 回】 
【講義】NPO の歴史とボランティア：ボランティア
は「偽善」か？ 

予習：授業内容に関連したニュース（新聞・
Web 記事など）、とくに社会問題に関心を持
ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 6 回】 【講義】NPO が求められるようになった背景 

予習：授業内容に関連したニュース（新聞・
Web 記事など）、とくに社会問題に関心を持
ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 7 回】 【講義】「社会的企業」と事業 

予習：授業内容に関連したニュース（新聞・
Web 記事など）、とくに社会問題に関心を持
ち、調べること 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 8 回】 
【活動】ソーシャル・ビジネスの提案：設立趣意書の
作成①（グループワーク） 

予習：ソーシャルビジネスのアイデアを考え
る 
復習：グループワークでの議論のふりかえ
り、まとめ 

【第 9 回】 
【活動】ソーシャル・ビジネスの提案：設立趣意書の
作成②（グループワーク） 

予習：グループワークの成果（課題）の作成 
復習：グループワークでの議論のふりかえ
り、まとめ 
グループワークでの課題の作成② 

【第 10 回】 
【講義】NPO のマネジメントとガバナンス①（NPO
の戦略と意思決定） 

予習：NPO や社会的企業の HP などで、事
業内容などについて調べる 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 11 回】 
【講義】NPO のマネジメントとガバナンス②（官僚
制組織と逆機能） 

予習：NPO や社会的企業の HP などで、事
業内容などについて調べる 
復習：授業内にて配付したプリントや資料を
読み直し、整理すること 

【第 12 回】 
【講義】NPO の資金調達/社会的企業の財源をめぐっ
て 

予習：ソーシャルビジネスの立案に向けて、
資料を収集する 
復習：グループワークでの議論のふりかえ
り、まとめ 

【第 13 回】 【活動】ソーシャル・ビジネスの提案：定款と事業計
画書の作成①（グループワーク） 

予習：グループワークの準備 
復習：グループワークでの議論のふりかえ
り、まとめ 

【第 14 回】 【活動】ソーシャル・ビジネスの提案：定款と事業計
画書の作成②（グループワーク） 

予習：グループワークの準備 
復習：グループワークでの議論のふりかえ
り、まとめ 
グループワークでの課題の作成③ 

【第 15 回】 【活動】発表会／授業のまとめ 
予習：発表の準備 
復習：発表内容をもとに期末レポートを作成
する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2303-
Y01 

2.科目名 メディア・文化演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 機材の都合で履修人数を制限することがあります。必ず初回の授業に出席してください 

17.授業の目的と概要 

【目的】本講義の目的は映像作品の制作を通じて、リサーチ力とプレゼンテーション能力を
高めることである。 
【概要】具体的には PR を目的としたショートムービーの作成を行う。与えられたテーマに
従って、クライアントの解決したい課題を明確にし、要望に沿った動画を作ることで、情報
社会に適したコミュニケーションスキルを磨く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）
専門的知識・技能の活用力 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①インタビューによってクライアントの抱える問題を明らかにし、要望をまとめることがで
きる。 
②アイデアを企画書にまとめることができる。 
③撮影と編集を経て、適切な映像によるプレゼンテーションができる。 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

調査のまとめ 20％ 
企画書の提出 20％ 
制作物の提出 40％ 
試写会のコメント 10%×2 

22.コメント 授業外での作業が多いので、積極的に取り組むようにしてください 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 3 限  学修支援センター：木曜昼休み（永井） 
個人研究室：⽕曜 4 限  学習支援センター：木曜 3 限（真鍋） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 はじめに 
授業の流れについて 

授業内容の復習 

2 ［講義］さまざまな映像によるコミュニケーション 授業内容の復習 
3 ［ワーク］聞き取り調査 調査項目を考える、聞き取りを実施する 
4 ［ワーク］聞き取り調査 調査のまとめを提出する 
5 ［ワーク］企画書の作成 企画書を検討する 
6 ［ワーク］企画書の作成 企画書を提出する 
7 ［ワーク］撮影・編集のレクチャー クライアントの映像を撮影する 

8 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

9 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

10 ［ワーク］撮影・編集 
編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

11 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 



追加の映像を撮影する 
12 ［ワーク］試写会 振り返りシートを提出する 

13 ［ワーク］撮影・編集 
編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

14 ［ワーク］撮影・編集 編集作業を進める 
追加の映像を撮影する 

15 ［ワーク］試写会 振り返りシートを提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SSC103-
a51 

2.科目名 
東南アジアと日本 (2018 年度生以前)(遠隔 
※神⼾山手発信) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの東アジアの国や地域について紹介する授
業です。東アジアのこうした隣国について理解を深めるとともに、将来こういう国や地域に
行ったり、これらの国や地域の人たちと接したりする時に必要となる予備知識をつけること
を目的としています。授業では、これらの国や地域の映画なども紹介します。東アジアの映
画やドラマが好きな方にはとても楽しめる授業です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●自分の持つ価値観とは異なる価値観を持つ人がいるということを理解できる 
●自分の考え方や行動の仕方について振り返ることができる   
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 

19.教科書・教材 授業時に参考資料を配布します 
20.参考文献  

21.成績評価 
①映画の感想レポート 30％、②プレゼンテーション 30％、③リアクションペーパー（授業
内容のまとめを書いて授業後に毎週提出するもの）10％、④期末レポート 30％ 

22.コメント 

日本の隣国であるにも関わらず、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの国や地域について
よく知らない人は意外と多いと思います。しかし、日本が政治や経済や文化などのいろいろ
な分野で関わる重要な隣国なので、こうした東アジア諸国のことについて理解を深めること
はとても重要です。特に、真の国際人になりたい、あるいは、将来国際的に活躍したい、と
思っている方は、まずは日本に近接する東アジア諸国について知識を深めておくことは重要
です。 
この授業は、そうした目的を持っています。授業では、映像資料を多用した講義やプレゼン
テーショ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 授業の紹介、講師の紹介など  

第２回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 3 回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 4 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 5 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 



 

第 6 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 7 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 8 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 9 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 10 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 11 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 12 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 

 

第 13 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表）  

第 14 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
 

 

第 15 回 授業のまとめと復習  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SSC103-
m71 

2.科目名 東南アジアと日本 （18 生以前） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの東アジアの国や地域について紹介する授
業です。東アジアのこうした隣国について理解を深めるとともに、将来こういう国や地域に
行ったり、これらの国や地域の人たちと接したりする時に必要となる予備知識をつけること
を目的としています。授業では、これらの国や地域の映画なども紹介します。東アジアの映
画やドラマが好きな方にはとても楽しめる授業です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●自分の持つ価値観とは異なる価値観を持つ人がいるということを理解できる 
●自分の考え方や行動の仕方について振り返ることができる   
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 

19.教科書・教材 授業時に参考資料を配布します 
20.参考文献  

21.成績評価 
①映画の感想レポート 30％、②プレゼンテーション 30％、③リアクションペーパー（授業
内容のまとめを書いて授業後に毎週提出するもの）10％、④期末レポート 30％ 

22.コメント 

日本の隣国であるにも関わらず、中国、台湾、香港、マカオ、韓国などの国や地域について
よく知らない人は意外と多いと思います。しかし、日本が政治や経済や文化などのいろいろ
な分野で関わる重要な隣国なので、こうした東アジア諸国のことについて理解を深めること
はとても重要です。特に、真の国際人になりたい、あるいは、将来国際的に活躍したい、と
思っている方は、まずは日本に近接する東アジア諸国について知識を深めておくことは重要
です。 
この授業は、そうした目的を持っています。授業では、映像資料を多用した講義やプレゼン
テーショ 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 授業の紹介、講師の紹介など  

第２回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 3 回 
中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 4 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 5 回 中国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 



 

第 6 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 7 回 

台湾と香港についての紹介（台湾と香港の歴史、文
化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報な
どについて映像資料を用いて紹介します） 
 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 8 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 9 回 
韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 10 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 11 回 韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション 
授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 
 

第 12 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 

 

第 13 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表）  

第 14 回 
受講生によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
 

 

第 15 回 授業のまとめと復習  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SSC106-
A51 

2.科目名 近現代の歴史 (2018 年度生以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 石井大輔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、中央ヨーロッパ地域の歴史を中心に、近現代におきた歴史的な出来事を学ぶこと
を目的とします。 
ハプスブルク家が⻑く統治した中央ヨーロッパ地域では、宗教や⺠族をめぐって様々な対立
があり、その中で大きな戦争や体制転換が繰り返されてきました。なぜ人々は対立し、どの
ようにして対立を克服しようとしてきたのでしょうか。また、どのような対立が現在でも残
されているのでしょうか。これらの問題に焦点を当てることで、日本を含めたグローバルな
視点を獲得することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の具体的な学習目標を以下の通りです。 
①近現代の歴史に関する基本的な知識を身につける。 
②外国史に関する知識を身につける。 
③上記の知識に基づいて、異なる文化や価値観に対する理解を深める。 
 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布して、授業を進めます。 
20.参考文献 必要に応じて適宜指示します。 

21.成績評価 

・コメントペーパーの作成 30％ 
（毎回の授業終了時に感想や質問などを記?してもらいます。担当教員が次回授業時に質問
に答えます。） 
・授業への参加度 20％ 
（担当教員の質問に対する積極性） 
・総括試験テスト 50％ 
（授業内容に関する論述問題を出題します。） 

22.コメント 

この授業では、高校までの世界史の知識を前提とはしませんが、分からないことがある場合
は、まずは自分で調べてみてください。そのうえで分からないことがあれば積極的に質問し
てください。 
 

23.オフィスアワー 授業前後、教室もしくは非常勤控室にて。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・ガイダンス 
・講義「イントロダクション：ハプスブルク家とヨー
ロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 2 回 
・質問への回答 
・講義「神聖ローマ帝国とハプスブルク君主国」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 3 回 ・質問への回答 ・復習および授業ノートの整理 



・講義「フランス革命と戦争」 
・コメントペーパーの作成 

第 4 回 
・質問への回答 
・講義「ウィーン体制下のヨーロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 5 回 
・質問への回答 
・講義「国⺠国家の形成：ドイツの統一」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 6 回 

・質問への回答 
・講義「多⺠族国家ハプスブルク帝国：アウスグライ
ヒ体制の成立」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 7 回 
・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦の勃発」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 8 回 

・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦と日本：日本における捕虜収
容所」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 9 回 
・質問への回答 
・講義「ポスト・ハプスブルクの国々」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 10 回 
・質問への回答 
・講義「ナチ化するドイツ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 11 回 
・質問への回答 
・講義「オーストリア合邦から第二次世界大戦へ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 12 回 
・質問への回答 
・講義「ナチスの経験とその克服」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 13 回 
・質問への回答 
・講義「東欧革命と EU 拡大」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 14 回 
・質問への回答 
・講義「 まとめ：対立と融和の近現代史」 ・復習および授業ノートの整理 

第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA101-
Y51 

2.科目名 統計学Ⅰ （1/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 人間科学、社会科学の分野において問題発見をして、論理的思考・判断力に基づいて問題
解決に取り組むためには、情報を収集し活用する力が不可欠である。統計学は、データの収
集、加工、分析を行うために必要な能力であり、人間心理学科での学びと、社会人として判
断が求められるあらゆる場面で役立てることができる。 
 この科目では、データ分析の基礎、すなわちデータから社会的知識を得る技法や、データ
で事実や意見を伝える技法を基礎から学ぶ。なお、授業参加においては各自がノートパソコ
ンを持参しなければならない。パソコンの基本的な操作スキル、つまり文字入力やファイル
の保存と呼び出し、インターネットへの接続などを前もってできるようになっておくこと。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
情報収集・活用力、問題発見力、論理的思考・判断力の基礎を身につける。 

19.教科書・教材 ⽵田茂生・藤木清 『ゼロからの統計学―使えるシーンが見える―』 くろしお出版 
20.参考文献  

21.成績評価 
中間試験 20 点 
平常課題 30 点（ワークシート・練習問題） 
期末試験 50 点 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
・授業の進め方 
・表とグラフの基本と書き方 

授業で学んだ内容を復習する 

 

変数と尺度 
・変数と尺度の種類を知る 
・アンケートに回答してみる 
・質問項目を考えてみる 

授業で学んだ内容を復習する 

 
質的データの集計（１） 
・単純集計、クロス集計の方法 
・集計された表の読み方 

授業で学んだ内容を復習する 

 

変数と尺度 
・変数と尺度の種類を知る 
・アンケートに回答してみる 
・質問項目を考えてみる 

授業で学んだ内容を復習する 

 量的データの集計（2） 授業で学んだ内容を復習する 



・代表値 
・散布度でテータの散らばりを表す 

 
・中間試験【第 1 回から第 5 回の内容】 
・2 つの量的変数の関係（１） 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 

・中間試験の解説 
・2 つの量的変数の関係（２） 
散布図と相関係数を使って 2 つの量的変数の相関関
係をみる 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
データの収集と入力 
実際にアンケートに答えて、回収したデータを入力す
る。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
表とグラフの表現（２） 
回収したデータを表とグラフで表現する。 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 

質的データの集計（２） 
収集したデータの度数分布、クロス集計（カイ 2 乗
検定）をまなぶ。 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
量的データの集計（3） 
記述統計量の算出、ヒストグラムの作成 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 2 変量の関係をみる（２） 
散布図を作成し、相関係数を求める。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 練習課題 
学んだ内容についての練習課題を行う。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 総合課題 
授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
総括試験 
第 1 回から第 14 回までの全範囲。PC の持込不可。
電卓持込可。 

総括試験にむけて全範囲を総復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA101-
Y52 

2.科目名 統計学Ⅰ （2/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 人間科学、社会科学の分野において問題発見をして、論理的思考・判断力に基づいて問題
解決に取り組むためには、情報を収集し活用する力が不可欠である。統計学は、データの収
集、加工、分析を行うために必要な能力であり、人間心理学科での学びと、社会人として判
断が求められるあらゆる場面で役立てることができる。 
 この科目では、データ分析の基礎、すなわちデータから社会的知識を得る技法や、データ
で事実や意見を伝える技法を基礎から学ぶ。なお、授業参加においては各自がノートパソコ
ンを持参しなければならない。パソコンの基本的な操作スキル、つまり文字入力やファイル
の保存と呼び出し、インターネットへの接続などを前もってできるようになっておくこと。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

情報収集・活用力、問題発見力、論理的思考・判断力の基礎を身につける。 
本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 ⽵田茂生・藤木清 『ゼロからの統計学―使えるシーンが見える―』 くろしお出版 
20.参考文献  

21.成績評価 
中間試験 20% 
平常課題 30%（ワークシート・練習問題） 
期末試験 50% 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
・授業の進め方 
・表とグラフの基本と書き方 

授業で学んだ内容を復習する 

 

変数と尺度 
・変数と尺度の種類を知る 
・アンケートに回答してみる 
・質問項目を考えてみる 

授業で学んだ内容を復習する 

 
質的データの集計（１） 
・単純集計、クロス集計の方法 
・集計された表の読み方 

授業で学んだ内容を復習する 

 

変数と尺度 
・変数と尺度の種類を知る 
・アンケートに回答してみる 
・質問項目を考えてみる 

授業で学んだ内容を復習する 

 
量的データの集計（2） 
・代表値 
・散布度でテータの散らばりを表す 

授業で学んだ内容を復習する 

 ・中間試験【第 1 回から第 5 回の内容】 授業で学んだ内容を復習する 



・2 つの量的変数の関係（１） ?PC 

 

・中間試験の解説 
・2 つの量的変数の関係（２） 
散布図と相関係数を使って 2 つの量的変数の相関関
係をみる 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
データの収集と入力 
実際にアンケートに答えて、回収したデータを入力す
る。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
表とグラフの表現（２） 
回収したデータを表とグラフで表現する。 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 

質的データの集計（２） 
収集したデータの度数分布、クロス集計（カイ 2 乗
検定）をまなぶ。 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
量的データの集計（3） 
記述統計量の算出、ヒストグラムの作成 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 2 変量の関係をみる（２） 
散布図を作成し、相関係数を求める。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
練習課題 
学んだ内容についての練習課題を行う。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 総合課題 
授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
総括試験 
第 1 回から第 14 回までの全範囲。PC の持込不可。
電卓持込可。 

総括試験にむけて全範囲を総復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA101-
Y53 

2.科目名 統計学Ⅰ （3/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 人間科学、社会科学の分野において問題発見をして、論理的思考・判断力に基づいて問題
解決に取り組むためには、情報を収集し活用する力が不可欠である。統計学は、データの収
集、加工、分析を行うために必要な能力であり、人間心理学科での学びと、社会人として判
断が求められるあらゆる場面で役立てることができる。 
 この科目では、データ分析の基礎、すなわちデータから社会的知識を得る技法や、データ
で事実や意見を伝える技法を基礎から学ぶ。なお、授業参加においては各自がノートパソコ
ンを持参しなければならない。パソコンの基本的な操作スキル、つまり文字入力やファイル
の保存と呼び出し、インターネットへの接続などを前もってできるようになっておくこと。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
情報収集・活用力、問題発見力、論理的思考・判断力の基礎を身につける。 

19.教科書・教材 ⽵田茂生・藤木清 『ゼロからの統計学―使えるシーンが見える―』 くろしお出版 
20.参考文献  

21.成績評価 
中間試験 20 点 
平常課題 30 点（ワークシート・練習問題） 
期末試験 50 点 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
・授業の進め方 
・表とグラフの基本と書き方 

授業で学んだ内容を復習する 

 

変数と尺度 
・変数と尺度の種類を知る 
・アンケートに回答してみる 
・質問項目を考えてみる 

授業で学んだ内容を復習する 

 
質的データの集計（１） 
・単純集計、クロス集計の方法 
・集計された表の読み方 

授業で学んだ内容を復習する 

 

変数と尺度 
・変数と尺度の種類を知る 
・アンケートに回答してみる 
・質問項目を考えてみる 

授業で学んだ内容を復習する 

 量的データの集計（2） 授業で学んだ内容を復習する 



・代表値 
・散布度でテータの散らばりを表す 

 
・中間試験【第 1 回から第 5 回の内容】 
・2 つの量的変数の関係（１） 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 

・中間試験の解説 
・2 つの量的変数の関係（２） 
散布図と相関係数を使って 2 つの量的変数の相関関
係をみる 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
データの収集と入力 
実際にアンケートに答えて、回収したデータを入力す
る。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
表とグラフの表現（２） 
回収したデータを表とグラフで表現する。 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 

質的データの集計（２） 
収集したデータの度数分布、クロス集計（カイ 2 乗
検定）をまなぶ。 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
量的データの集計（3） 
記述統計量の算出、ヒストグラムの作成 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 2 変量の関係をみる（２） 
散布図を作成し、相関係数を求める。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 練習課題 
学んだ内容についての練習課題を行う。 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 総合課題 
授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

 
総括試験 
第 1 回から第 14 回までの全範囲。PC の持込不可。
電卓持込可。 

総括試験にむけて全範囲を総復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA102-
M51 

2.科目名 保健統計学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 統計学は、データを利用して事実を把握したり、推測したりする方法を体系的に学ぶ学問
であり、様々な分野で活用されている。本授業では、特に保健に関連するデータを取り扱
い、統計学の基本的な概念を理解するとともに、統計的なものの見方、データの整理の仕
方、基礎的な分析手法を身につけることを目的とする。 
【概要】 
 この授業では、はじめに記述的統計分析の基本について整理した後、推測統計的分析手法
について学んでいく。確率、確率分布、確率変数など数学的な基礎を学習し、大数の法則や
中心極限定理などの推測統計的分析手法の理論的背景をふまえて、推定問題と統計的仮説検
定の考え方と方法について学ぶ。さらに、⺟平均の差の検定など、実際に多く利用されてい
る手法を Excel を用いながら修得する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は KUIS 学修ベンチマークの(4)問題発見・解決力、(5)コミュニケーションスキル
に関連します。 
①統計学の基礎理論を理解し、説明できる。 
②推定および検定手法の理論的背景を理解し、適用できる。 
③目的に見合った手法を選択でき、利用できる。 
 

19.教科書・教材 
牧本清子 他著 『疫学・保健統計学 第 3 版 (標準保健師講座)』 医学書院 2015 年 
その他、プリントを配布する。 
 

20.参考文献 

豊田修一・星山佳治・宮崎有紀子『看護師・保健師をめざす人のやさしい統計処理』実教出
版 2020 年 
高木晴良『統計学 第 7 版 (系統看護学講座 基礎分野)』医学書院 2016 年 
 

21.成績評価 

ほぼ毎回のワークシート+Excel 作業ファイル提出 30%（学習目標①②） 
中間課題 20%（学習目標①） 
総括試験 50%（学習目標①②③） 
※この科目の単位を修得する目安として、ワークシートの 6 割以上の提出、Excel 作業実施
後のファイルの提出、中間課題及び総括試験での 6 割以上の成績獲得が必要です。 
 

22.コメント 

※すべての授業でノート PC を使用するので、必ず、充電のうえ持参すること。 
※復習の仕方の一例として、毎回の授業で資料として提示されたものを自分で咀嚼（そしゃ
く）し、ポイントになることを A4 用紙 1 枚程度にまとめましょう。資料で分からないこと
は、教科書や参考書も参照しましょう。 →総括試験での資料として役立ちます。 
 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー 神⼾山手キャンパス 1 号館ラーニングコモンズ ：水 3 限目 



研究室オフィスアワー 神⼾山手キャンパス 2 号館 210 室 ：水昼休み 
※三木キャンパス、尼崎キャンパスの学生で質問をしたいときは電子メールで問い合わせて
ください。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション・表とグラフの表現 
統計学でできることを知る 
表・グラフの基本と書き方の留意点を知る 
変数と尺度の種類を知る 
＜テキスト：1-前文〜1-a＞ 
 

〇ワーク：4 つの尺度に注意して、健康に関
するアンケートの質問項目を考えよう。 
予習・復習（4 時間） 
 

第 2 回 

量的データの集計（１） 
データの中心を表す代表値を学ぶ 
データのばらつきの程度を表す散布度を学ぶ 
データの標準化の概念を学ぶ 
＜テキスト：1-b、1-d＞ 
 

★前時のワークシート提出 
〇ワーク：量的データを代表値、散布度の観
点から考察しよう。 
予習・復習（4 時間） 
 

第 3 回 

量的データの集計（２） 
量的データを度数分布表やヒストグラムにまとめる 
＜テキスト：1-c＞ 
 

★前時のワークシート提出 
〇ワーク：量的データをヒストグラムにまと
めて考察しよう。 
予習・復習（4 時間） 
 

第 4 回 

確率、確率変数と確率分布 
確率、確率変数、確率分布の基礎的な概念を学ぶ 
連続型の確率分布の概念を学ぶ 
 

★前時のワークシート提出 
〇復習（4 時間） 
 

第 5 回 

正規分布の活用（１） 
正規分布の概念を学ぶ 
確率変数の標準化の概念を学ぶ 
正規分布に従う確率変数の確率の求め方を知る 
 

〇正規分布に従う確率変数を想定して、確率
を求めよう。 
予習・復習（4 時間） 
 

第 6 回 
正規分布の活用（２） 
確率からパーセント点の求め方を知る 

★前時のワークシート提出 
〇正規分布に従う確率変数を想定して、パー
セント点を求めよう。 
予習・復習（4 時間） 

第 7 回 

⺟集団と標本、標本分布 
⺟集団と標本の違いを理解する 
標本平均の性質を理解する 
＜テキスト：2-前文〜2-a＞ 

★前時のワークシート提出 
〇中間課題：これまでの学習内容の確認 
予習・復習（4 時間） 
 

第 8 回 

統計的推測の基礎と推定問題 
中心極限定理の性質を知る 
ｔ分布の性質とｔ分布表の読み方を知る 
点推定と区間推定 
＜テキスト：2-b＞ 

★中間課題提出 
〇予習・復習（4 時間） 
 

第 9 回 
統計的仮説検定の方法 
⺟平均の検定方法を知る 
２種類の過誤を理解する 

〇予習・復習（4 時間） 



＜テキスト：3 前文＞  
 

第 10 回 

⺟平均の差の検定（１） ＜Excel＞ 
⺟平均の差の検定（対応あり）の概要と方法を知る 
＜テキスト：3c＞ 
 

〇⺟平均の差の検定（対応あり）を実施して
考察しよう。 
予習・復習（5 時間） 
 

第 11 回 
⺟平均の差の検定（２） ＜Excel＞ 
⺟平均の差の検定（対応なし）の概要と方法を知る 
＜テキスト：3c＞ 

〇⺟平均の差の検定（対応なし）を実施して
考察しよう。 
予習・復習（5 時間） 
 

第 12 回 
相関分析（１） ＜Excel＞ 
2 変数の関係を図で確認する−散布図− 
＜テキスト：4 前文-4-a＞ 

〇相関分析を実施して考察しよう。 
予習・復習（5 時間） 
 

第 13 回 
相関分析（２） ＜Excel＞ 
2 変数の関係を統計量で確認する−相関係数− 
＜テキスト：4 前文-4-a＞ 

〇相関分析を実施して考察しよう 
〇復習（5 時間） 
 

第 14 回 
ふりかえり 
 

★作業ファイルの提出 
 

第 15 回 
総括試験による総括 
（※感染症の状況によってはレポートに変更する場合
あり） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA104-
Y51 

2.科目名 基礎統計学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 C 科目 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 社会科学の分野において問題発見をして、論理的思考・判断力に基づいて問題解決に取り
組むためには、情報を収集し活用する力が不可欠である。統計学は、事実を読み取ったり、
自分の意見を人に伝えるために、データを収集し表やグラフに加工して簡単な統計分析を行
うことは、今後の専門的な学習を行っていくために必要不可欠な能力である。 
【概要】 
 この科目では、データ分析の基礎、すなわちデータから社会的知識を得る技法や、データ
で事実や意見を伝える技法を学ぶ。 
 なお、授業参加においては各自がノートパソコンを持参しなければならない。パソコンの
基本的な操作スキル、つまり文字入力やファイルの保存と呼び出し、インターネットへの接
続などを前もってできるようになっておくこと。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

情報収集・活用力、問題発見力、論理的思考・判断力の基礎を身につける。 
本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（5）コミュニ
ケーションスキル（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 ⽵田茂生・藤木清 『ゼロからの統計学―使えるシーンが見える―』 くろしお出版 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します 

21.成績評価 
中間試験 20% 
平常課題 30%（ワークシート・練習問題） 
期末試験 50% 

22.コメント 授業初回時に、より詳しいスケジュール等を説明するので、必ず出席してください。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 
・授業の進め方 
・統計学とは 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 2 回 
統計資料の整理① 
・既存統計資料（表やグラフ）のよみ方の留意点 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 3 回 

統計資料の整理② 
・統計資料（表やグラフ）のまとめ方の留意点 
・変数と尺度の種類 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 4 回 
質的データの集計① 
・集計とは 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 



・単純集計とクロス集計 
 

第 5 回 
量的データの集計① 
・度数分布表・ヒストグラムの作成と読み方 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 6 回 
量的データ集計② 
・代表値と散布度 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 7 回 
中間試験（第 1 回〜第 6 回） 
・2 つの量的変数の関係を見る① 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 8 回 

中間試験の解説 
2 つの量的変数の関係を見る② 
・相関係数、因果関係と疑似相関 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 9 回 
質的データの集計② 
・単純集計とクロス集計を行う 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 10 回 

量的データの集計③ 
・基本統計量を算出する方法を学ぶ 
・ヒストグラムを作成する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 11 回 
量的データの集計④ 
・基本統計量を比較する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 12 回 
2 つの量的変数の関係を見る③ 
散布図を作成し、相関係数を算出する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 13 回 
総合練習問題①（理論編） 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 14 回 総合練習問題②（技能編） 
授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 15 回 
総括試験 
第 1 回から第 14 回までの全範囲。PC の持込不可。
電卓持込可。 

総括試験にむけて全範囲を総復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA104-
Y52 

2.科目名 基礎統計学 （留） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清、杉本泰子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 社会科学の分野において問題発見をして、論理的思考・判断力に基づいて問題解決に取り
組むためには、情報を収集し活用する力が不可欠である。統計学は、事実を読み取ったり、
自分の意見を人に伝えるために、データを収集し表やグラフに加工して簡単な統計分析を行
うことは、今後の専門的な学習を行っていくために必要不可欠な能力である。 
 この科目では、データ分析の基礎、すなわちデータから社会的知識を得る技法や、データ
で事実や意見を伝える技法を学ぶことを目的とする。 
【概要】 
 この授業では記述統計的分析の方法について学ぶ。まずは変数や尺度の種類、仮説検証型
研究と問題発見型研究など、統計分析の基礎について学び、そのあと質的変数と量的変数そ
れぞれの加工・分析の方法について留意点を考えながら学ぶ。後半は、実際に Excel を用い
た演習を実施する。 
 なお、授業参加においては各自がノートパソコンを持参しなければならない。パソコンの
基本的な操作スキル、つまり文字入力やファイルの保存と呼び出し、インターネットへの接
続などを前もってできるようになっておくこと。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（5）コミュニ
ケーションスキル（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
具体的な学修目標は以下の通りです。 
①記述統計的分析手法の基礎概念や専門用語を説明できる。 
②表やグラフを作成でき、また、それらから事実を正しく読み取ることができる。 
③記述統計的分析手法を使用して分析できる。 
④記述統計的分析に Excel を使用することができる。 
 

19.教科書・教材 
⽵田茂生・藤木清 『ゼロからの統計学―使えるシーンが見える―』 くろしお出版 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

中間試験 20% 学修目標①②③ 
平常課題 30%（ワークシート・練習問題）学修目標②③④ 
総括試験 50% 学修目標①②③ 
※この科目の単位を修得する目安として、平常の提出物の 6 割以上の提出、Excel 課題作業
後の提出、中間試験及び総括試験の 6 割以上の成績が必要です。 
 

22.コメント 

１）教科書は必ず購入しましょう。春学期の特別研究Ⅳ（留学生のための社会学・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝ
ｽ入門）の基礎統計学の部分の教科書と同じものを使用します。 
２）復習の一つの方法として、毎回の授業で学んだことについて A4 用紙 1 枚にポイントを
まとめてみましょう。わからない言葉などは辞書、教科書、参考書で調べましょう。 



→総括試験での資料として役立ちます。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー（神⼾山手 2 号館 2 階 210 室）：水昼休み 
学修支援センターオフィスアワー（神⼾山手 1 号館 2 階ラーニングコモンズ）：水 3 限目 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 
・授業の進め方 
・統計学とは 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 2 回 
統計資料の整理① 
・既存統計資料（表やグラフ）のよみ方の留意点 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 3 回 

統計資料の整理② 
・統計資料（表やグラフ）のまとめ方の留意点 
・変数と尺度の種類 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 4 回 

質的データの集計① 
・集計とは 
・単純集計とクロス集計 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 5 回 
量的データの集計① 
・度数分布表・ヒストグラムの作成と読み方 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 6 回 
量的データ集計② 
・代表値と散布度 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 7 回 
中間試験（第 1 回〜第 6 回） 
・2 つの量的変数の関係を見る① 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 8 回 

中間試験の解説 
2 つの量的変数の関係を見る② 
・相関係数、因果関係と疑似相関 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 9 回 
質的データの集計② 
・単純集計とクロス集計を行う 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 10 回 

量的データの集計③ 
・基本統計量を算出する方法を学ぶ 
・ヒストグラムを作成する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 11 回 
量的データの集計④ 
・基本統計量を比較する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 12 回 
2 つの量的変数の関係を見る③ 
散布図を作成し、相関係数を算出する方法を学ぶ 
 

授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 13 回 総合練習問題①（理論編） 授業で学んだ内容を復習する 



 ?PC 

第 14 回 総合練習問題②（技能編） 授業で学んだ内容を復習する 
?PC 

第 15 回 
総括試験 
第 1 回から第 14 回までの全範囲。PC の持込不可。
電卓持込可。 

総括試験にむけて全範囲を総復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA201-
Y01 

2.科目名 ビジネス統計学 （通年） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 夏⻘ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】この授業はビジネス統計学の基礎を講義します。それにより実際に統計データを用
いて分析することが可能になります。 
【概要】この授業では EXCEL などを用いて、実際に経済・経営に関連する統計データを用
いて分析する方法を習得できます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は次の通りです。 
①多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を集めることができる。 
②データの処理（加工）・分析ができる。 
③客観的データを用いて自らの主張を行うことができる。 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に関連しています。 
(4）  問題発見・解決力 
(5)  コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 
書名：「ゼロからの統計学 −使えるシーンが見える−」  著者：⽵田茂生・藤木清 
発行：くろしお出版     発行年：2010 年 4 月 

20.参考文献  

21.成績評価 

ワークシートと Excel 作業ファイルの提出：３０％（学習目標②） 
中間試験による基礎的な統計分析の理解：２０％（学習目標②） 
最終レポートによる事業提案：５０％（学習目標①＋③） 
 

22.コメント 
講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び講師等の状況により適宜変更の場
合があります。  
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

オリエンテーション 
表とグラフの表現１ 
 ・基本的な表・グラフのマナー 

☆提出：ワークシート１ 
〇テキスト１章の復習と３章の予習 
〇宿題：ワークシート２  （2 時間） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

変数と尺度 
 ・質的変数と量的変数 
 ・4 つの尺度を知る 
 ・「生活やイベントに関するアンケート」に答える 
質的データの集計１ 
 ・単純集計・クロス集計の方法を知る 
 

☆提出：ワークシート２、３−１ 
〇テキスト３、４、５章の復習と６、７章の
予習 
〇宿題：ワークシート４（手集計） （4 時
間） 
 

 量的データの集計１ ☆提出：ワークシート４ 



【第 5 回】 
【第 6 回】 

 ・ヒストグラムの作成 
 ・代表値の話 

〇テキスト６，７章の復習と８，９章の予習 
（4.5 時間） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

量的データの集計２ 
 ・散布度の話 
2 変数の関係をみる１ 
 ・散布図と相関係数 

〇テキスト１〜９章の復習と１０章の予習 
（4.5 時間） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

2 変数の関係をみる２ 
 ・相関から回帰へ 
確認試験１ 

〇テキスト９，１０章の復習 （4.5 時間） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

表とグラフの表現２ 
 ・Excel による表・グラフの表現 
質的データの集計３ 
 ・データダウンロード 
 ・ピボットテーブルを使った集計 

〇テキスト１，２，３，４，５章の復習 
〇宿題：ワークシート５ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

質的データの集計４ 
 ・ピボットテーブルによる集計とグラフ表現 
量的データの集計３ 
 ・Excel で基本統計量を算出する 
 ・Excel でヒストグラムを作成する 
 

☆提出：ワークシート５ 
〇テキスト第５，６，７，８章の復習 
〇宿題：ワークシート６、７、８ （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

量的データの集計４ 
 ・2 群のデータを比較する 
2 変数の関係をみる３ 
 ・Excel による散布図の作成と相関行列の算出 
 ・散布図に回帰直線をひく 

☆提出：ワークシート６，７，８ 
〇宿題：ワークシート９、１０ 
〇テキスト１〜１０章の復習 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

２変数の関係をみる 
 ・分析ツールによる回帰分析 
・確認テスト２ 

☆提出：ワークシート９、１０ 
〇宿題：ワークシート１１ 
〇テキスト１１章の復習とブランディングに
関する事例検索 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

企業ブランディング調査１ 
 ・調査票の作成 
 ・調査の実施 

☆提出：ワークシート１１ 
〇データ入力  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

企業ブランディング調査２ 
  ・データの基礎的な集計 

〇データの集計  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

企業ブランディング調査３ 
 ・分析と結果のまとめ 

〇レポート１ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

模擬店プランの作成１ 
 ・データにもとづいて、ターゲット、コンセプト、
マーケティングミックス（4P）を考える 

☆提出：レポート１ 
〇データの探索と企画案を考える  （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

模擬店プランの作成２ 
 ・データ分析の結果から企画案をブラッシュアップ
する 

〇レポート２  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

模擬店プランの作成 
 ・企画案を報告する 
総括 

☆提出：レポート２ 
◆ノート PC◆ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA201-
Y51 

2.科目名 ビジネス統計学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 夏⻘ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】この授業はビジネス統計学の基礎を講義します。それにより実際に統計データを用
いて分析することが可能になります。 
【概要】記述統計から始まり、推測統計学における幾つかの推定・検定までをカバーするこ
とにしています。ビジネスにおいて最低限必要な統計学の知識を習得することができます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は次の通りです。 
① ビジネス統計の必要性が説明できる。 
②   ビジネス統計データの分類ができる。 
③   標本から⺟集団の推定ができる。 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に関連しています。 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）  問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 
 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 秋山裕(2015)『統計学基礎講義』慶應義塾大学出版会。 

21.成績評価 毎回の宿題の提出 （70%) (学習目標①②③に対応) 
期末試験     （30%) (学習目標①②③に対応) 

22.コメント 講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び講師等の状況により適宜変更の場
合があります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 
・授業の構成、目標 
・統計学の目的、統計の必要性 
 

練習問題１ 

第 2 回 
テータを記述する数値的尺度 
・中心の尺度 
・散らばりの尺度 

練習問題２ 

第 3 回 

データを記述する図 
・度数分布表 
・柱状図（ヒスとグラム） 
 

練習問題３ 

第 4 回 

度数分布表から計算する数値の尺度 
・階級値と度数 
・算術平均と標準偏差 
・中位数と最頻値 

練習問題４ 

第 5 回 確率 練習問題５ 



・確率とは 
・確率の表現方法と基本規則 
・確率の定理 

第 6 回 

確率変数と確率分布 
・確率変数と離散型確率分布 
・離散確率分布における期待値・分散・標準偏差 
・連続型確率分布 
・連続型確率分布における期待値・分散・標準偏差 

練習問題６ 

第 7 回 
正規分布 
・正規分布の特徴 
・正規分布による確率の計算 

練習問題７ 

第 8 回 
中心極限定理 
・確率変数の和 
・中心極限定理 

練習問題８ 

第 9 回 
信頼区間の推定 
・中心極限定理と信頼区間の推定 
・信頼区間の推定の類型 

練習問題９ 

第 10 回 

仮説検定 
・仮説検定の考え方と実際 
・仮説検定の基本手続き 
・P 値を利用した仮説検定 

練習問題１０ 

第 11 回 
相関分析 
・図による相関の表現 
・数値による相関の表現 

練習問題１１ 

第 12 回 
回帰分析の基礎 
・係数の推定 
・関数の特定化 

練習問題１２ 

第 13 回 

回帰式の説明力 
・誤差分散と標準誤差 
・決定係数 
・回帰係数の信頼性 

練習問題１３ 

第 14 回 

回帰分析と仮説検定 
・回帰係数 β の信頼区間の推定 
・回帰係数 β に関する仮説検定（t 値による） 
・回帰係数 β に関する仮説検定（P 値による） 

練習問題１４ 

第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM101-
A51 

2.科目名 データサイエンス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育学部 9.履修学年 1 年秋 

10.取得資格の要件 
DS 教育プログラムの必修
科目 
学科必修科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常生活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
カリキュラムの内容構成として、大きく「導入」「基礎」「心得」に分類し順に進めていく。 
 「導入部」では，社会でおきている変化，社会で活用されているデータ、データ・AI 利活
用のための技術，データサイエンスの役割，データ・AI 利活用の最新動向などについて学
ぶ。 
 「基礎部」では，データリテラシーとして，データを読む，データを説明する，データを
扱うなど，データサイエンスの基本手法などについて学習する。オープンデータなどを使用
し，コンピュータを用いた演習を含む。 
 「心得部」では，データ・AI を扱う上での留意事項として、ELSI、一般データ保護規則
GDPR、AI 倫理や脅威、データ・AI 利活用における事例を紹介する。また、データを守る上
での留意事項として、データサイエンスにおけるセキュリティとプライバシーなどについて
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常生活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／⽵村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 
参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（⽵村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 



アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
22.コメント 講義では、ノート PC を利?しますので，授業に使える PC を持参してください。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー ：月曜日 4 限 
研究室オフィスアワー：⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 

第 2 回 社会でおきている変化（１） 
1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト① 
課題① 

 

第 3 回 1.1 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して生きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

1.5 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 

 1.6 データ・AI 利活用の最新動向  



1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

2.1 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 
2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 
2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 

 

2.2 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

2.3 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

3.1 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 
3.2 データを守る上での留意事項 
3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ

 
配付資料・トピック動画 



イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM101-
A52 

2.科目名 データサイエンス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年春 

10.取得資格の要件 
DS 教育プログラムの必修
科目 
学科必修科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常生活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
カリキュラムの内容構成として、大きく「導入」「基礎」「心得」に分類し順に進めていく。 
 「導入部」では，社会でおきている変化，社会で活用されているデータ、データ・AI 利活
用のための技術，データサイエンスの役割，データ・AI 利活用の最新動向などについて学
ぶ。 
 「基礎部」では，データリテラシーとして，データを読む，データを説明する，データを
扱うなど，データサイエンスの基本手法などについて学習する。オープンデータなどを使用
し，コンピュータを用いた演習を含む。 
 「心得部」では，データ・AI を扱う上での留意事項として、ELSI、一般データ保護規則
GDPR、AI 倫理や脅威、データ・AI 利活用における事例を紹介する。また、データを守る上
での留意事項として、データサイエンスにおけるセキュリティとプライバシーなどについて
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常生活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／⽵村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 
参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（⽵村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 



アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
22.コメント 講義では、ノート PC を利?しますので，授業に使える PC を持参してください。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 金曜 2 限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 水曜昼休み（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 

第 2 回 社会でおきている変化（１） 
1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト① 
課題① 

 

第 3 回 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して生きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

1.5 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 

 1.6 データ・AI 利活用の最新動向  



1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

2.1 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 
2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 
2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 

 

2.2 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

2.3 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

3.1 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 
3.2 データを守る上での留意事項 
3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ

 
配付資料・トピック動画 



イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM101-
M51 

2.科目名 
データサイエンス （経営・看護̲オンデマン
ド） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年秋 

10.取得資格の要件 
DS 教育プログラムの必修
科目 
学科必修科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常生活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
カリキュラムの内容構成として、大きく「導入」「基礎」「心得」に分類し順に進めていく。 
 「導入部」では，社会でおきている変化，社会で活用されているデータ、データ・AI 利活
用のための技術，データサイエンスの役割，データ・AI 利活用の最新動向などについて学
ぶ。 
 「基礎部」では，データリテラシーとして，データを読む，データを説明する，データを
扱うなど，データサイエンスの基本手法などについて学習する。オープンデータなどを使用
し，コンピュータを用いた演習を含む。 
 「心得部」では，データ・AI を扱う上での留意事項として、ELSI、一般データ保護規則
GDPR、AI 倫理や脅威、データ・AI 利活用における事例を紹介する。また、データを守る上
での留意事項として、データサイエンスにおけるセキュリティとプライバシーなどについて
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常生活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／⽵村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 
参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（⽵村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 



アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
22.コメント 講義では、ノート PC を利?しますので，授業に使える PC を持参してください。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 月曜 4 限（三木） 
研究室オフィスアワー 月曜 3 限（三木） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 

第 2 回 社会でおきている変化（１） 
1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト① 
課題① 

 

第 3 回 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して生きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

1.5 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 

 1.6 データ・AI 利活用の最新動向  



1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

2.1 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 
2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 
2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 

 

2.2 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

2.3 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

3.1 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 
3.2 データを守る上での留意事項 
3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ

 
配付資料・トピック動画 



イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM101-
Y51 

2.科目名 データサイエンス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年秋 

10.取得資格の要件 
DS 教育プログラムの必修
科目 
学科必修科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常生活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
カリキュラムの内容構成として、大きく「導入」「基礎」「心得」に分類し順に進めていく。 
 「導入部」では，社会でおきている変化，社会で活用されているデータ、データ・AI 利活
用のための技術，データサイエンスの役割，データ・AI 利活用の最新動向などについて学
ぶ。 
 「基礎部」では，データリテラシーとして，データを読む，データを説明する，データを
扱うなど，データサイエンスの基本手法などについて学習する。オープンデータなどを使用
し，コンピュータを用いた演習を含む。 
 「心得部」では，データ・AI を扱う上での留意事項として、ELSI、一般データ保護規則
GDPR、AI 倫理や脅威、データ・AI 利活用における事例を紹介する。また、データを守る上
での留意事項として、データサイエンスにおけるセキュリティとプライバシーなどについて
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常生活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／⽵村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 
参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（⽵村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 



アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
22.コメント 講義では、ノート PC を利?しますので，授業に使える PC を持参してください。 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 

第 2 回 社会でおきている変化（１） 
1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト① 
課題① 

 

第 3 回 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

第 6 回 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して生きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

第 7 回 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

第 8 回 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 



 

第 9 回 データ・AI 利活用の最新動向 
1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

第 10 回 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 
2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 
2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 

 

第 11 回 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

第 12 回 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

第 13 回 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 第 14 回 データを守る上での留意事項  



3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ
イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

配付資料・トピック動画 
13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM101-
Y52 

2.科目名 
データサイエンス （心理・観光）オンデマ
ンド 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 心理・観光学科 9.履修学年 1 年秋 

10.取得資格の要件 
DS 教育プログラムの必修
科目 
学科必修科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 オンデマンド型 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常生活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
カリキュラムの内容構成として、大きく「導入」「基礎」「心得」に分類し順に進めていく。 
 「導入部」では，社会でおきている変化，社会で活用されているデータ、データ・AI 利活
用のための技術，データサイエンスの役割，データ・AI 利活用の最新動向などについて学
ぶ。 
 「基礎部」では，データリテラシーとして，データを読む，データを説明する，データを
扱うなど，データサイエンスの基本手法などについて学習する。オープンデータなどを使用
し，コンピュータを用いた演習を含む。 
 「心得部」では，データ・AI を扱う上での留意事項として、ELSI、一般データ保護規則
GDPR、AI 倫理や脅威、データ・AI 利活用における事例を紹介する。また、データを守る上
での留意事項として、データサイエンスにおけるセキュリティとプライバシーなどについて
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常生活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／⽵村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 
参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（⽵村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 



アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 

22.コメント 講義では、ほぼ毎回でノート PC を利?しますので，授業前?にきちんと動作確認とバッテリ
ーの充電をしてくることをおすすめします。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 金曜 2 限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 水曜昼休み（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 

第 2 回 社会でおきている変化（１） 
1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト① 
課題① 

 

第 3 回 1.1 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して生きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

1.5 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 



 

1.6 データ・AI 利活用の最新動向 
1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

2.1 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 
2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 
2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 

 

2.2 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

2.3 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

3.1 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 3.2 データを守る上での留意事項  



3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ
イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

配付資料・トピック動画 
13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM102-
Y51 

2.科目名 データサイエンス入門 （留） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華、杉本泰子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年秋 

10.取得資格の要件 
DS 教育プログラムの必修
科目 
学科必修科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常生活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
カリキュラムの内容構成として、大きく「導入」「基礎」「心得」に分類し順に進めていく。 
 「導入部」では，社会でおきている変化，社会で活用されているデータ、データ・AI 利活
用のための技術，データサイエンスの役割，データ・AI 利活用の最新動向などについて学
ぶ。 
 「基礎部」では，データリテラシーとして，データを読む，データを説明する，データを
扱うなど，データサイエンスの基本手法などについて学習する。オープンデータなどを使用
し，コンピュータを用いた演習を含む。 
 「心得部」では，データ・AI を扱う上での留意事項として、ELSI、一般データ保護規則
GDPR、AI 倫理や脅威、データ・AI 利活用における事例を紹介する。また、データを守る上
での留意事項として、データサイエンスにおけるセキュリティとプライバシーなどについて
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常生活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／⽵村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 
参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（⽵村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 



アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 

22.コメント 講義では、ほぼ毎回でノート PC を利?しますので，授業前?にきちんと動作確認とバッテリ
ーの充電をしてくることをおすすめします。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 金曜 2 限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 水曜昼休み（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 

第 2 回 社会でおきている変化（１） 
1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト① 
課題① 

 

第 3 回 1.1 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して生きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

1.5 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 



 

1.6 データ・AI 利活用の最新動向 
1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

2.1 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 
2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 
2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 

 

2.2 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

2.3 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

3.1 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 3.2 データを守る上での留意事項  



3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ
イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

配付資料・トピック動画 
13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
M03 

2.科目名 サービスラーニングＡ （地域防災と共助） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

リベラルアーツ 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 
16.履修制限 人数制限あり（10 名程度） 定員を超えた場合は、選考する 

17.授業の目的と概要 

 本学と地元三木市とは成熟社会における、時代の変化に沿った連携を強化すべく、2005
年 11 月に連携協定を締結した。 
「防災のまち」を標榜する三木市における市⺠の防災活動では、地元の⻘山地区を始め、各
自治会を中心とした組織により防災訓練が実施されている。しかし、訓練への参加者数は減
少しており、市⺠の防災意識が高まりつつあるとはいえない状況にある。  
 このプログラムでは、本学に入学して初めて防災を学ぼうとする学生を対象に、防災につ
いての基礎的な知識や三木市の災害リスクの現状について学び、地元⻘山地区の防災訓練の
準備段階から自治会と交流を始め、市⺠参加しやすく役に立つ防災訓練のメニューや運営方
法について提案を行い、11 月の⻘山地区の防災訓練で、実際に一つの訓練ブースを担当し
て、その運営を担う。 
 地域の防災訓練の企画運営への参画を通じて、防災意識の向上及び訓練技能を習得すると
ともに、地域防災力向上に貢献することを目標とする。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○三木市の災害リスクや防災上の特徴を理解している。 
○市⺠参加が得られる効果的な防災訓練メニューを企画提案することができる。 
○実際の地域の防災訓練に参加して、訓練メニューを運営することができる。 
○成果について、広く報告する。 

19.教科書・教材 随時、資料を配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

教室外活動プログラムなので、活動への取り組み姿勢も評価する 
〇事前学修時のまとめレポート 30％ 
〇防災訓練での活動      30％ 
〇事後学習最終レポート    30％ 
◆その他、グループ活動等の取り組み姿勢 10％   
 

22.コメント 

○授業は、春〜秋学期の間に 15 コマで実施し、11 月 27 日（日）<予定>：例年 11 月の最
後の日曜日>の三木市総合防災訓練に参加して、訓練ブースを出展・運営します。 
防災訓練に参加することが、このサービスラーニングにとっては必須ですので、実施日が確
定しだい、予定を確保してください。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜日４限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
(７月末） 

【オリエンテーション】 
 プログラム概要、学修目標などについて 
 

 

第 2･3･4 回 【事前学習】  



(8 月中 ２
~４限） 

・近年多発する災害 
・防災訓練の意義 
・ボランティア活動の心得と実践 
・三木市の災害対策、防災訓練の実施事例（三木市危
機管理課） 

第 5･6･7 回 
(9 月中) 

【事前学習】 
・⻘山地区自治会/三木市危機管理課との交流（⻘山
地区自主防災会など） 
・防災訓練の内容、運営手法についての企画提案、訓
練時の役割分担 

 

第 8･9 回 
(10 月〜11
月) 

防災訓練の準備（訓練内容の詳細計画策定、物品調
達、当日準備） 

 

第 10･11 回 
訓練前日 防災訓練の現地での準備  

第 12/･13 回 
防災訓練当
日 

防災訓練の参加（班別）  

第 14･15 回 

【事後学習】 
・活動成果の取りまとめ 
・次年度防災訓練に向けた提案 
・三木市、⻘山地区自治会との反省会、意見交換 

 

 
 

 
 

 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
M51 

2.科目名 
サービスラーニングＡ （小学生の学習支
援） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 リベラルアーツ 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 1~2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
８〜１0 名 
子どもの心理・発達・教育・福祉・養育などに興味関心のある者、教員免許を取得する者 
活動日である水曜日の 15 時〜16 時に参加できる者 

17.授業の目的と概要 

（目的） 
社会的貢献である学習支援活動で体験した児童の発達や学習に関する知識やスキルを、大学
で学ぶ心理学の授業でのより深い学びにつなげる。 
（概要） 
三木市立緑が丘小学校の 3〜6 年生の児童（各学年 10 名）に対して、水曜日の放課後 15 時
〜16 時に学習支援を行う 
具体的にはあ、「基礎学力の向上」を目指すことを目的都市、「算数科」「国語科」の自習プ
リントを活用した学習の個別支援を行う。 
児童への支援は、緑が丘小学校の担当指導者の指示のもとに支援を行う。 
支援活動の回数は通算 10 回程度である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

大学での授業で学修する心理学的な知識を活用しながら、自らの自動機の経験を活かして、
発達途上にある小学生の学びの実態を把握する。 
算数科・国語かへの学習支援を通して、児童がどこで何に困難を示しているのを知り、どの
ような支援の手立て有効であるかを磁土の視点に立って考える。 
児童と共に学修課題へ取り組むことにより、より望ましい子どもへの関わり方を学ぶ。 
DP(ディプロマポリシー）の（２）社会的貢献性、の学修に関連しています。 
 

19.教科書・教材 特に指定なし 
20.参考文献 特に指定なし 

21.成績評価 

ステークホールダー（緑が丘小学校）の評価 40％ 
支援活動記録 20％ 
振り返りレポート 20％ 
プレゼンテーション 20％ 

22.コメント 

この活動は、大学の授業で学修した心理学的知識を児童支援で活用する。あるいは、児童支
援の体験を心理学に関する授業でより確かな知識とスキルへと高める絶好の機会です。そし
て、学生の皆さんが有する力で社会貢献することが可能尾です。 
ぜひ、このサービスラーニングへ参画してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション（シラバス概要説明・サービスラ
ーニングの意義・支援活動の目標と内容・活動スケジ
ュール） 
学習支援活動における諸注意と留意事項（安心安全の
確保・個人情報保護・守秘義務など） 

サービスラーニングの冊子に記述されている
内容の理解と把握 

第 2 回 小学校算数科における各学年の目標と指導内容 授業内容の復習 



小学校国語科における学年別配当漢字 
学習支援活動のスケジュールの作成と確認 

発達障害について調べる 

第 3 回 
発達障害についての理解（定義・行動特性・指導上の
配慮事項など） 

学習支援活動における配慮事項と留意点につ
いての再確認 

第 4 回 

学習支援活動①（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第５回 

学習支援活動②（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 6 回 

学習支援活動③（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 7 回 

学習支援活動④（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 8 回 

学習支援活動⑤（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 9 回 

学習支援活動⑥（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 10 回 

学習支援活動⑦（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 11 回 

学習支援活動⑧（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 12 回 

学習支援活動⑨（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 13 回 

学習支援活動⑩（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 14 回 
学習支援活動の振り返り（総括） 
記録の整理と集約 
プレゼンテーション資料作成 

プレゼンテーション資料作成準備 



サービスラーニング報告会の準備 
第 15 回 サービスラーニング報告会での発表 プレゼンテーション資料提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
M52 

2.科目名 
サービスラーニングＡ （三木市における地
域共生活動） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 リベラルアーツ 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 
16.履修制限 人数制限あり（10 名程度） 定員を超えた場合は、選考する 

17.授業の目的と概要 

三木市は高齢化率 40％の地域もあり、障がい者施設も多い。現在、大和ハウス工業栽培事
業開発室では、2021 年から障がい者雇用を開始する準備を進めている。具体的にはミニ胡
蝶蘭を栽培し、地域に提供することにより Social Inclusion をめざした活動に取り組むこと
である。三木市の現状を理解し、地域共生活動を通じて多様性を理解し、これからの課題を
発見し考察させる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【多様性理解】 
①本活動における障がい者や高齢者の方々との関わりを通して、障がいの有無や世代を超え
た人間の多様  性を理解し、地域共生についての方策を提案できるようになる。 
【問題発見・解決力】 
②障がい者や高齢者の方々が地域で働くうえで、どのような問題があり、どのように解決し
いけばいいのか 
  について、フィールドワークなどを通して回答をすることができる。 
【社会的貢献性】 
③ミニ胡蝶蘭の栽培のサポート、ガーデニングなどを通して、障がい者、高齢者およびその
他の地域住⺠の 
  方々に喜んでもらえるよう地域 

19.教科書・教材 授業時に指示 
20.参考文献 授業時に指示 

21.成績評価 

■振り返りレポート 40％ （10％×４） 
   到達目標①〜④に関する振り返り 
■現地活動記録 20％ 
■パワポ作成とプレゼンテーション 30％ 
 到達目標①〜④を総括したパワポを作成し、到達目標⑤で示したようにわかりやすいパワ
ポを作成し、発 
 表する。  
■ステークホールダーの評価 10％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【オリエンテーション】 
 シラバスに従って、科目概要・目的、到達目標、成
績評価、授業計画について説明する。 

 

 

【事前学習】 
 三木市の高齢化の現状、ダイワハウス工業による三
木市の発展、三木市 7 か年計画における高齢者・障
がい者について、social inclusion による地域共生に

 



ついて、対人コミュニケーションと印象管理などにつ
いて概観し、現地活動の準備を行う。 

 

【現地活動】 
高齢者および障がい者の方々との交流から学ぶ 
特別支援学校での交流授業 
ミニ胡蝶蘭に着目した背景と栽培支援 
地域住⺠の方々のためのガーデニングの支援 
2021 年から障がい者雇用を開始する準備について 
地域住⺠の方々への訪問 
 

 

 

【事後学修】 
1.振り返りシートによるグループディスカッション 
 多様性理解と地域共生 
2.振り返りシートによるグループディスカッション 
 障がい者や高齢者の方々が地域で働くうえでの問題
と解決策 
3.振り返りシートによるグループディスカッション  
 ミニ胡蝶蘭の栽培のサポート、ガーデニングなどを
通しての地域貢献 
4.振り返りシートによるグループディスカッション 
 sosial inclusion をめざす地域共生社会と三木市の
今後について 
  
  
 

 

 
【成果報告】 
 今回の活動の成果をパワポにまとめ、発表およびデ
ィスカッションを行う。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y01 

2.科目名 サービスラーニングＡ 動物と学ぶ１ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学科 9.履修学年 1 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
臨床心理学（2 年生春学期）を 2 年次に履
修する、あるいは既に履修していることが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 日間の学外活動を含む 
16.履修制限 12 名程度（8 名〜12 名） 

17.授業の目的と概要 

三木ホースランドパークでの現地活動では厩舎作業を中心としたサービス活動、 AAT(動物
介在療法)に基礎を置いた自己理解―対人関係のワークを行う。 前提として、同施設および
動物に関わる上での安全管理、理論的な背景となる AAT について事前学修で学ぶ。 
夏学期の第１ゾーン 8 月 2 日-4 日での実施を予定している。学内にて事前学修、ホースラ
ンドパークにて 2 日間の現地活動。その後、学内およびホースランドパークにて事後学習を
行う。 
夏学期後半・秋学期の週末を利用してのホースランドでのサービス活動を予定している。 
なお、SL 報告会の参加は原則として必須であり、そのための準備を以降も行うことを承知
されたい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学修目標】 
社会で働く基礎を身につける。  
動物との関わりから、自己および他者を尊重することを学ぶ。 
AAT の基本的な学びを活かして、自己および他者について理解を深める。 
【社会貢献】 
プログラムを通じて同施設のもつ資源を再発見し、地域の活性化につなげる。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

事前学修 20% 
現地での活動 
    8 月 第 1 ゾーン  40% 
    夏学期後半・秋学期       20% 
事後学修 20% 
＊詳細については、後日説明する 

22.コメント 

真摯で意欲的な参加姿勢が必須条件である。動物と関わることはリスクを伴うため それを
理解したうえで自己および他者の安全に配慮する必要がある。 
なお現地への交通費・食費およびワークのための施設利用料（4,000 円程度）など諸経費は
自己負担となる（詳細は後日、説明する）。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：曜 限 
センターオフィスアワー:  曜 限（臨床心理英文献精読） 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学修 

学内にて実施する。7 月末および、8 月 2 日の 2-4 限
の予定。 
①オリエンテーション 
授業概要・サービスラーニング趣旨 

 



参加にあたっての心構え・授業評価について 
②三木ホースランドパークについて 
③アニマルアシスティッドセラピーの概要について 

現地活動 1
日目 

ホースランドパークでの活動（8 月第 1 ゾーン 8 月 3
日・4 日の 2 日間） 
施設見学 
厩舎作業と安全面についてのレクチャー・諸注意 
厩舎作業 
馬を介在してのワーク① 3 時間程度 
1 日の振り返り・グループワーク 

 

現地活動 2
日目 

厩舎作業 
馬を介在してのワーク② 3 時間程度 
1 日の振り返り・グループワーク 
乗馬体験（トレッキング） 
夕方解散 

 

事後学習 
①ホースランドパークでの活動の振り返り 
②ホースランドパークでのサービス活動準備 
③サービスラーニング活動報告会準備 

 

   
HLP でのサ
ービス活動 

夏期の経験を踏まえて、土日祝に行われるホースラン
ドパークのイベントに参加、サービス活動を行う。 

 

SL 報告会の
準備 

SL 報告会の参加は原則として必須であり、以降も適
宜、報告の準備を事後学修の一環として行う。  

 

＊新型コロナに対応し、宿泊を取り止め、zoom にて
事前学修、8 月第 1 ゾーンに日帰りにて現地活動。8
月 9 月にイベントのヘルプ、またトレッキングを現
地で予定している。 

 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y02 

2.科目名 
サービスラーニングＡ 非行少年の立ち直り
支援 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
応用犯罪心理学を履修済みであることが望
ましい。そのほか犯罪心理学関連の授業を
履修済みであることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

犯罪や非行に関心があるだけではなく，実際に非行に及んだことのある少年とかかわること
になるため，少年たちの手本になるような行動や態度を示せることが必要である。また，少
年とかかわる際の注意事項（活動で知り得た情報の管理など）をしっかりと守れることが最
低限の条件となる。 
定員は５名程度とする。希望理由及び面談などによる選考がある。 
以下の①②を満たすことができる学生に限る 
①５月１３日までに申込書を提出すること 
②５月２６日１３：３０〜１５：００で行われる家裁の研修に参加すること 
 

17.授業の目的と概要 

 ２０歳未満の少年が犯罪行為に及ぶと，その事件は基本的にすべて家庭裁判所に送られる
ことになる。家庭裁判所では，少年が非行に至った背景について，本人の心理的特徴，家庭
の状況，学校の様子などを踏まえて分析し，審判を開催して少年に必要な処分を言い渡すこ
とになる。その処分には保護観察や少年院送致があるが，少年の社会での生活の様子を観察
した上で処分を決定することを目的とする試験観察というものがある。試験観察中は家庭裁
判所調査官の助言や指導を受けながら，社会生活を送ることになり，その間に社会奉仕活動
等に参加することも多い。一定期間，試験観察を行った後，その期間での様子を踏まえて再
度審判を開催し，最終的な処分を言い渡すこととなる。 
 この授業では，試験観察中の少年と一緒に社会奉仕活動を行ったり，その後のミーテイン
グに一緒に参加したりすることを通して，非行少年の処遇の実際について体験的に学ぶこと
が中心的な目的となる。そして，それを実現するために，事前学習や家庭裁判所が開催して
いる研修会に参加することで活動を行う際の留意点等について学び，事後の学習によって活
動で体験したことの意味を深めて共有する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち「社会貢献性」「多様性理
解」「コミュニケーションスキル」の学修と関連する。 
①非行少年に対する一連の司法手続きについて理解し，説明することができる。 
②活動に対して意欲的に取り組み，非行少年とのかかわり方について自分なりに工夫し，改
善していくことができる。 
③非行少年を支える地域の人たちの存在の意味について理解することができる。 
④活動を通して自分なりに気づいたことをまとめて発表することができる。 

19.教科書・教材 指定なし 
20.参考文献 必要があれば，その都度紹介する。 

21.成績評価 

①研修会及び事前学習で理解したことに関するレポート：３０％ 
（学習目標①，②に対応） 
②活動内容の問題点及び改善点に関する発表：３０％ 
（学習目標①，②，③，④に対応） 
③最終レポートの e ポートフォリオへの投稿：４０％ 



（学習目標①，②，③，④に対応） 

22.コメント 今年度から新たに始まるプログラムであり，実施内容が予定していたものから変更になる可
能性がある。 

23.オフィスアワー 月曜昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
授業全体の流れや注意事項について説明 
 

 

第２回 
事前研修（５月２６日 １３：３０から） 
神⼾家庭裁判所において事前研修を行う。 

 

第３回 
事前学習 
試験観察の少年の心情について  

第４回 ボランティア活動の実施①（夏学期） 事前学習レポートの提出 
第５回 ボランティア活動の振り返り①（夏学期）  
第６回 ボランティア活動の実施②（夏学期）  
第７回 ボランティア活動の振り返り②（夏学期）  
第８回 活動を通した気づきに関する報告，発表会（夏学期）  
第９回 活動を通した気づきに関する報告，発表会（夏学期）  
第１０回 ボランティア活動の実施③（冬学期）  
第１１回 ボランティア活動の振り返り③（冬学期）  
第１２回 兵庫少年友の会会員の講義（冬学期）  
第１３回 全体を通した振り返りに関する発表（冬学期）  
第１４回 全体を通した振り返りに関する発表（冬学期）  
第１５回 まとめ 最終レポートの e-ポートフォリオへの投稿 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y51 

2.科目名 
サービスラーニングＡ 幼稚園行事サポート
から学ぶ子供の育ち 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科、心理学科 9.履修学年 全学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
１．「発達心理学」を受講済あるいは受講中であること。 
２．10 月第 1 週〜第 3 週と 2 月第 1 週〜第 3 週の月〜金の 9:30〜14:30 の活動時間のう
ち、１日３時間以上、延 30 時間以上（15 時間以上×2、10 月と 2 月）参加できること。 

17.授業の目的と概要 

近年、幼児の育ちと子育てを取り巻く環境については、さまざまな課題が指摘されていま
す。この SL では、幼稚園行事をサポートし子どもと触れ合う体験と文献精読を通して、幼
児期の発達段階について学びます。また調べ学習を通して乳幼児期の子育てに関する課題を
整理します。そして活動を通して得た経験と知識を統合して、この地域の子育てに大学生が
貢献できることについて検討します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】※（ ）は関連する DP 
①子どもとのかかわりを通して、乳幼児期の発達段階について理解する。 
②乳幼児期の子育てに関する課題を整理することで、この地域の子育て環境の課題を発見す
る。（課題発見・解決力） 
③課題改善のために大学生が貢献しうる活動を提案する。（課題発見・解決力） 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

活動記録①②…20 点×２（学習目標①） 
課題図書レポート…20 点（学習目標①） 
林創著「子どもの社会的な心の発達」の各章を読んで新たに知ったことをまとめなさい。ま
た、そこから子どもとの関わりについて考えたことを述べなさい。 
最終レポート…20 点（学習目標①②③） 
活動報告会準備と発表…20 点（学習目標①②③） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
10 月初旬 活動のご挨拶と日程相談（山手幼稚園）、
ガイダンス 

 

第 2 回~12
回 

運動会準備 
※10 月第 1 週〜第 3 週で延 15 時間以上 
期中学習：10 月中旬 
 

 

第 13 回 
 

運動会サポート 
10 月末の土日 

 

第 14,15 回 

事後学習 
10 月末：活動のふりかえり 
11 月初旬：活動のふりかえり 
 

活動記録①（運動会）の提出 

第 16 回 事前学習：活動計画 課題図書レポートの提出 



1 月末 
第 17 回〜25
回 

発表会準備 
※2 月第 1 週〜第 3 週で延 15 時間以上 

 

第 26 回 
発表会サポート 
2 月中旬 

 

第 27〜30 回 
事後学習 
２月末 
３月初旬 

活動記録②（発表会）の提出 

 活動報告会への参加 
プレゼン準備 
最終レポートの提出 

   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y54 

2.科目名 
サービスラーニングＡ BBS 活動を通して学
ぶ地域の更生保護２ 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 髙橋浩樹、神垣一規 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

定員は１０名程度とする。 
東灘区 BBS 会，保護司会，更生保護女性会，保護観察所などの外部の協力機関と連携して
活動していくことを十分理解し，積極的に意見を述べたりしてもらうことが必要になる。ま
た，日程はこれから定めていくが，土日での活動が多くなることから，これらの活動に参加
可能な学生とする。希望理由及び面談などによる選考がある。 
少なくとも，〇月〇日１８：３０からのオリエンテーションと〇月〇日のキックオフミーテ
ィングに参加できること。 
 

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
BBS 活動への参加を通じて，地域の明るい社会づくりがどのように行われているのか理解す
る。 
＜授業の概要＞  
非行少年は減少傾向にあるが，再非行に及ぶ少年たちは一定数いる。少年たちが再非行に及
ばないようにするためには，地域社会での支援が非常に重要になる。こうした活動は更生保
護と呼ばれる分野の一部であり，保護観察所や保護司会，そして地域の BBS（Big Brothers 
and Sisters）会が中心となって担っている。 
 この授業では，これらの機関と連携して，非行少年の社会復帰，安心・安全な地域づくり
などに取り組んでいくことになる。その際には，学生ならではの発想力や行動力が求められ
る。また，本年度は実際の活動に変えて，各機関の方々からの講話が多くなる可能性があ
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学修目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち「社会貢献性」「多様性理
解」「コミュニケーションスキル」の学修と関連する。 
①更生保護の概要を理解し，具体的にどのような活動が行われているのか説明できる。 
②活動に対して意欲的に取り組み，自分の知識や経験を生かして，積極的に意見を述べるこ
とができる。 
③地域には様々な問題や悩みを抱えている人が住んでいるということを理解することができ
る。 
④活動を通して自分なりに気付いたことをまとめて発表できる。 

19.教科書・教材 
指定なし。 
必要があれば資料を配布する。 

20.参考文献 必要があればその都度紹介する。 

21.成績評価 

①毎回の活動で学んだことに関するレポート（４０％）課題①〜⑥ 
（学修目標①，③に対応） 
②更生保護関係のイベント等において，周囲と協力し，自分なりの意見を発表する（４
０％）課題⑦ 
（学習目標②，④に対応） 
③授業全体に関するレポートを e-ポートフォリオに投稿する（２０％）課題⑧ 
（学習目標①，②，③，④に対応） 



22.コメント 
先方の都合等により，実施内容が予定していたものから変更になる可能性がある。 
既に遠隔で実施する予定のプログラムと対面を予定しているプログラムがある。コロナ感染
状況によって，対面予定のものも遠隔になる可能性がある。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：月曜昼（神垣） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回目 
（〇月〇
日） 

オリエンテーション 
（１８：３０〜本学で実施） 

キックオフミーティングに備えて自分なりに
更生保護について調べる。 

２回目 
 

キックオフミーティング① 
BBS，保護司会，更生保護女性会についての説明 

 

３回目 
キックオフミーティング② 
各関係者との打ち合わせ。 

課題①：キックオフミーティングを終えた感
想レポート 

４回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施）  
５回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施） 課題②：不登校支援についての感想レポート 
６回目 子ども食堂に関する説明  
７回目 子ども食堂活動への参加 課題③：子ども食堂に関するレポート 

８回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

９回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

１０回目 保護司さんへのインタビュー調査のまとめ インタビュー結果の取りまとめ 
１１回目 保護司さんへのインタビュー調査を基にした発表準備 発表のための資料作り 

１２回目 更生支援イベントに向けた準備 なにをどのように発表するか計画する。イベ
ントの準備を手伝う。 

１３回目 更生支援イベントに向けた準備 何をどのように発表するのか，協力して考
え，準備する。 

１４回目 
（１２月） 

更生支援イベントへの参加と発表（遠隔実施） 
課題④：自分たちの意見についてイベント内
で発表する。 

１５回目 まとめと振り返り 
課題⑤：全体の感想や学んだことを e-ポー
トフォリオへ投稿する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A01 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 障害者との交流を通して、ソーシャルインクルージョンについての理解を深めることを目
的とする。 
【概要】 
本プログラムでは、障害者施設を定期的に訪問し、施設職員や利用者と交流を行うなかで利
用者の方々への理解を深め、学生ひとり一人がソーシャルインクルージョンの実現のために
できることを考え、企画し・実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は学習目標 DP の (1)自律性、(2)社会貢献性、(3)多様性理解、（4)問題発見・解決
力、(5)コミュニケーションスキル の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①障害者の方々との関りを通して、障害の有無をこえた人間の多様性を理解する 
②障害者の方々も含めてともにより良く生きる上での課題を説明することができる 
③自分たちにできることを考え、具体的な計画をたて、実践することができる 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

現地活動記録（ｅポートフォリオ等）30% 
・現地での活動内容や感じたこと、考えたことを毎回記録する 
最終リフレクション（ｅポートフォリオ等）30% 
・グループと個人それぞれで活動を通じた成果を記録する 
最終プレゼン 40% 
  テーマ「障害のある人の安心した生活とそれを実現するために大学生としてできるこ
と」 
   ・活動において実施したことも含めて報告すること 

22.コメント 地域社会には色んな人が暮らしています。普段あまり出会うことがないであろう障害者や施
設の人々との交流は、学生のみなさんにとって必ず意義深いものになると思います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
【事前学修】 
オリエンテーション、基本的なマナーの習得 
授業概要、ルーブリックの説明 

 

第２回 
 
 学外活動を行う際のルールやマナーについて  
 

 

第 3 回 地域社会における障害者の生活と問題の理解① 
 自分たちがもっているイメージ 

 

第 4 回 
地域社会における障害者の生活と問題の理解② 
 社会で起きている問題に向き合う 

〇活動先の概要について調べてくる（90） 



 

第 5 回 
地域社会における障害者の生活と問題の理解③ 
 社会で起きている問題に向き合う 
 

〇障害者の就労と余暇活動の現状について調
べてくる（90） 

第 6 回 障害者の事業所、施設の実際 
活動先とのマッチング 

〇活動先の事業に関係する障害者の法制度に
ついて整理する（90） 

第 7 回 活動目標の設定 〇活動記録の作成（60） 
第 8 回 事前学習のふりかえり※事前学習レポートの提出 〇活動記録の作成（60） 
第 9 回 
第 10 回 
第 11 回 
第 12 回 

【現地活動前半】（8 月中旬〜9/上旬頃の間で調整予
定） 
各事業所において、利用者の方々とともに作業を体験
する（15 時間以上） 

活動記録の作成(60 分) 

第 13 回 
第 14 回 
第 15 回 

【期中学習①】 
尼崎キャンパスにて、活動状況の振り返り 
課題の抽出 
自分たちにできることを考えて、プロジェクトとして
プランを立てる 

◎ＬＣごとに自分たちにできることをまと
め、e ポートフォリオ等に記録（90） 

第 16 回 

【現地活動後半①】（9 月中旬から 10 月初旬頃の間で
調整予定） 
 事業所ごとに、自分たちが考えたプランについて担
当職員と相談し、可能なもの、より良いものに修正す
る。 
 

〇活動記録の作成（60） 

第 17 回 
第 18 回 
第 19 回 
 

【期中学修②】 
尼崎キャンパスにて 
各グループの最終プランの報告プレゼンテーションと
意見交換 
プランを実行するための準備 

 

第 20 回 【現地活動後半②】 
現地にて、プロジェクトの実施 

〇活動記録の作成(60 分) 

第 21 回 
第 22 回 

【事後学修】 
現地活動における学びを振返り、整理し、深める① 
現地活動における学びを振返り、整理し、深める② 
最終報告プレゼンテーション（個人） 
  グループごとに分かれて個人発表 
 

〇活動全体の振り返り（180 分） 

第 23 回 
第 24 回 
第 25 回 
第 26 回 

最終報告プレゼンテーションの準備 
最終報告プレゼンテーションの準備 
最終報告会プレゼンテーション（ゲスト：活動先担当
者） 
活動の総括  
  事後学修レポートの提出 

〇自己の振り返りを e ポートフォリオに記
録する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A02 

2.科目名 
サービスラーニングＢ （炊き出しﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで
学ぶ社会的孤立） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 経験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

わが国の社会的な問題として、社会的孤立があげられます。困ったときに相談できない、相
談する相手がいないといったように、つながりが十分でない状況にある人がいます。とりわ
け、家族のつながりも失ったホームレス状態にある人は、路上生活を余儀なくされ、十分な
支援も受けられない状況が続いています。大阪市⻄成区のあいりん地域でフィールドワーク
を実施し、社会的孤立にどう立ち向かうのかを考えていきます。 
・文献を通して、ホームレス状態にある人の抱える問題とその背景について考えます。 
・大阪市⻄成区あいりん地域のフィールドワークを通して、ホームレス支援団体の理念や思
想について考えます。 
・大学生として社会的孤立にどのように貢献できるかを考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業では、以下の学習目標を設定します。 
「わが国における社会的孤立問題の実態を理解し、大学生として貢献できる活動を提案す
る」 
①ホームレス状態にある人の実態について説明できる 
②ホームレス状態にある人が抱える問題について説明できる 
③ホームレス状態にある人への支援活動をとおして、社会問題に対する自己の気づきを記述
できる 
④ホームレス支援の現場で大学生が実践可能な活動を提案できる 
⑤ホームレス状態にある人への支援活動をふまえ、教育・福祉の専門的学習を進めるための
自己の課題を見出すことができる 
本授業は、 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 適宜資料を配布します 

21.成績評価 

■事前学習レポート 30％・・・学習目標①②に対応 
・ホームレス状態にある人の実態および問題について整理する 
※1,600 字以上 
■ふりかえりシート（活動日報）：20％・・・学習目標③に対応 
・毎回の活動後に日報を提出する 
・ふりかえりシートの記入方法については別途指示する 
■事後学習レポート 40％・・・学習目標④⑤に対応 
事前学習レポート、ホームレス状態にある人への支援活動をふまえ、以下の点について論じ
ること 
①ホームレス状態にある人が安全・安心に地域生活するための課題は何か 
②ホームレス支援の現場で 

22.コメント 

・活動先は、大阪市⻄成区あいりん地域になります。コロナ感染症の影響により、活動地域
や日程は流動的になります。 
・活動時期は、おおむね 8 月から 9 月を予定しています。現地のフィールドワークにくわ
え、炊き出し支援団体の活動に参加します。 



23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション（授業の概要）  
 ・ホームレス状態にある人の実態を理解する 〇授業内容の整理（60） 

 ・活動地域におけるホームレス状態にある人の実態を
理解する 

〇授業内容の整理（60） 

 ・ホームレス状態にある人が抱える問題について議論
する① 

〇授業内容の整理（60） 

 
・ホームレス状態にある人が抱える問題について議論
する② 

〇授業内容の整理（60） 

 ・活動先とのマッチング 〇事前学習レポートの執筆（120） 
 ・チームビルディング、活動目標の設定① 〇事前学習レポートの執筆（120） 
 ・チームビルディング、活動目標の設定② ★事前学習レポートの提出 
 ・現地活動① 〇活動日報（90） 
 ・現地活動② 〇活動日報（90） 
 ・現地活動③ 〇活動日報（90） 
 ・現地活動④ 〇活動日報（90） 

 
・現地活動のふりかえり 
・プレゼンテーション準備 〇プレゼンテーション準備（120） 

 ・プレゼンテーション 〇プレゼンのふりかえり（60） 
〇事後レポートの執筆（120） 

 ・ふりかえり ★事後レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A03 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三、中⻄一彦、三好徹明 

5.授業科目の区分 経験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

尼崎市内の⺠間団体が実施している子どもの居場所支援、とりわけ子どもの学習支援や子ど
も食堂に参画します。具体的には、以下のとおりです。 
・居場所に来る子どもと関わりをとおして、子ども・家庭の問題とその背景について考えて
いきます。。 
・居場所の運営に関わるあらゆる業務に携わることを通して、居場所を推進する団体の理念
や思想について考えます。 
・大学生として貢献できることを考え、提案し、実行します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連：自律性、社会貢献性、問題発見解決力 
本授業では、以下の学習目標を設定します。 
・わが国における子どもの社会的な問題（貧困、虐待、ひとり親、非行、不登校、いじめな
ど）を理解することができる 
(1)居場所支援についての貢献活動を通して子どもの社会的な問題を客観的に説明すること
ができる。 
(2)子どもの社会的な問題と自身の専門分野/学問/事前学習から得られた知識とを関連させ
ることができる。 
(3)子どもの社会的な問題を自分事として捉え、解決に向けた意見を出すことができる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 
"・阿部彩（2011）『弱者の居場所がない社会-貧困・格差と社会的包摂』講談社現代新書 
・湯浅誠（2017）『「なんとかする」子どもの貧困』角川新書 
・朝山あつこ（2018）『ふつうの主婦が見つけたやる気のエンジンのかけ方』高陵社書店" 

21.成績評価 

"■事前学習レポート 20％×2 回・・・・主に目標（１）に対応 
①現代の子どもの社会的問題（貧困、虐待、ひとり親家庭、非行、不登校、いじめ）から 1
つ取り上げて、実態を整理すること 
②子どもの居場所の確保が必要となっている背景と、2000 年代以降の政策動向とを関連付
けて整理すること 
■ふりかえりシート（日報）：20％・・・主に目標（２）に対応 
毎回の活動後に日報を提出する 
■事後学習レポート 40％・・・主に目標（３）に対応 
事前学習レポート①・②、子どもの居場所支援での活動で得られた体験を踏まえ、以下の点 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
上原：⽕曜日昼休み 
中⻄：春学期木曜４限（研究室）、秋学期未定 
三好：月曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション（授業の概要） 〇授業内容の整理（60） 
 ・学校現場で生じている子どもの問題①（いじめ） 〇授業内容の整理（60） 
 ・学校現場で生じている子どもの問題②（不登校） 〇授業内容の整理（60） 



 
・地域社会で生じている子どもの問題①（貧困、ひと
り親） 

〇授業内容の整理（60） 

 ・地域社会で生じている子どもの問題②（非行） 〇授業内容の整理（60） 

 ・子どもの居場所支援に関する学習 
〇授業内容の整理（60） 
〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・活動先とのマッチング 
★ミニレポート①の提出 6 月末 
〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・チームビルディング、活動目標の設定 
★ミニレポート②の提出 7 月末 
 

 ・現地活動① 〇活動日報（90） 
 ・現地活動② 〇活動日報（90） 
 ・現地活動③ 〇活動日報（90） 
 ・現地活動④ 〇活動日報（90） 
 ・プレゼンテーション準備 〇プレゼンテーション準備（120） 

 ・プレゼンテーション 〇プレゼンのふりかえり（60） 
〇事後レポートの執筆（120） 

 ・ふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A04 

2.科目名 
サービスラーニングＢ （地域連携と森林環
境保全） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 地域活性化や小学校教育に興味があり、宿泊を伴う活動に参加可能な者。また、前向きな姿
勢で意欲を持って参加できる者。 

17.授業の目的と概要 

地域活性化と開かれた小学校教育についての理解を深め、地域のために活動を行う。 
これらの活動を通して、地域の良さや課題の理解、児童理解を深め、教育実践を行っていく
ことにより、社会的貢献性や問題発見・解決力、さらにはコミュニケーション能力を身につ
けていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①都市部と農村地域の違いや地域課題について考えることができる。 
②小学校の教育活動に参加し、児童への理解を深める。 
③地域（児童、環境）に合った教材研究を行い、グループごとに授業を計画できる。 
④グループで協力して、授業実践ができる。 
⑤活動ごとにふりかえりを行い、その内容をまとめて発表し、その後の学修に活かすことが
できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
①事前学修のワークシート及び課題（30％） 
②地域活動の製作物及びレポート（40％） 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート（30％） 

22.コメント 
・地域活性化や小学校教育に関心のある方の履修を歓迎します。 
・事前・事後学修は尼崎キャンパスで行います。教育支援は、尼崎キャンパス周辺の学校、
丹波市への研修も検討しています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

授業時に説
明 

１．事前学修(4 回) 
  ・サービスラーニングとは 
  ・尼崎、⻘垣、茨木の地域について 
  ・地域活性化の現状 
  ・都市部、農村地、山間地の課題 
  ・コミュニティースクール 
  ・学習支援の指導案の作成 
  ・模擬授業 
２．現地活動（計 4 日、8 回相当） 
①尼崎市が行う環境イベントへの参加とブースの運営 
②大阪市内の小学校が行う林間学校にスタッフとして
参加するとともに、生態系の授業を現地で行う。 
③他大学の学生との意見交換 
３．事後学修（5 回） 
  ・活動の振り返り 
  ・地域課題に対する解決策の提案 

①事前学修のワークシート及び課題 
②地域活動の製作物及びレポート 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A05 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
障害福祉や特別支援教育、地域活性化に興味があり、宿泊を伴う活動(年間 3 回)に参加可能
な者。また、前向きな姿勢で意欲を持って参加できる者。参加に関しては交通費、宿泊費等
の実費を伴う。受け入れ先の状況から 15 名程度を募集する。 

17.授業の目的と概要 

地域活性化と発達障害・精神疾患等についての理解を深めるのための活動を行う。 
農業を通しての活動支援や発達障害のキャンプ等の活動を通して、地域の中で活動する社会
福祉法人の良さや課題の理解、発達障害や精神疾患等の理解を深め、教育・福祉実践を行っ
ていくことにより、社会的貢献性や問題発見・解決力、さらにはコミュニケーション能力を
身につけていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（自律性）
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受
け容れる能力（多様性理解）（4）問題発見・解決力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は 
①山口県社会福祉法人 EGF の地域活動に参加し、農業を通じて発達障害や精神疾患等の成
人に対しての支援や地域課題について考えることができる。 
②発達障害児のキャンプ活動に参加し、発達障害への理解を深める。 
③発達障害児に合ったキャンプ活動を企画し、グル 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
①事前学修のワークシート及び課題（20％）学習目標①② 
②地域活動 i における実践（60％）①②③ 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート（20％）④ 

22.コメント 
・地域活性化や小学校教育に関心のある方の履修を歓迎します。 
・事前・事後学修は尼崎キャンパスで行います。教育支援は、丹波市⻘垣町を中心に、尼崎
キャンパス周辺の学校でも行う場合があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

授業時に説
明 

１．事前学修(3 回) 
  ・サービスラーニングとは 
  ・萩市・益田市の地域について 
  ・地域福祉の現状 
  ・発達障害や精神疾患等の成人の課題 
  ・放課後児童デイサービス 
  ・キャンプ内容の計画 
２．現地活動（計 7 日 2 泊 3 日 1 回、1 泊 2 日 2 回 
10 回相当） 
①EGF のイベントに参加し、意見交換会を行う。 
 ・収穫祭への参加、通常の農業体験に参加、それぞ
れの機会に意見交換会を実施 

①事前学修のワークシート及び課題 
②地域活動の製作物及びレポート 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート 



②・放課後児童デイ「タッチ」と連携した発達障害児
キャンプへの参加、実施 
③EGF 入所者との意見交換 
３．事後学修（3 回） 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A06 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 経験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、障害のある子供やその保護者が抱える問題、放課後等デイサービスの役割を
理解し、これらの関係者・機関に対する貢献活動を提案することを目的としています。 
【概要】 
この授業では、障害のある子どもを対象とした放課後等児童デイサービスの現場を訪問し、
その子どもとや運営団体の職員との関わります。この活動を通して、障害のある子どもやそ
の家族が抱える問題について理解するとともに、大学生として放課後等デイサービスにどの
ようにかかわることが可能かを検討していきます。具体的には、以下のとおりです。 
・放課後等デイサービスを利用する障害のある子どもとの関わりをとおして、子ども・家庭
の抱える問題とその背景について考えていきます。 
・放課後等デイサービスの運営に関わるあらゆる業務に携わることを通して、障害のある子
どもを支援する団体の理念や思想について考えます。 
・大学生として貢献できることを考え、提案し、実行します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的貢献性、(3)多様性理解、(4)
問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本授業では、以下の学習目標を設定します。 
「わが国における障害のある子どもとその家族が抱える地域生活上の課題と、大学生として
の貢献活動を提案できる」 
?障害のある子どもとその保護者が抱える問題を説明できる 
?放課後等デイサービスの法体系とその役割を説明できる 
?放課後等デイサービスを利用する子どもとその保護者の安全・安心な地域生活を妨げる問
題を抽出できる 
?放課後等デイ 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 適宜資料を配布します 

21.成績評価 

■事前学習ミニレポート 20％×2 回・・・学習目標?、?に対応 
①障害のある子どもとその保護者が抱える問題について 
②放課後等デイサービスの法体系とその役割について 
※各レポートとも 1,000 字以上 
■ふりかえりシート（日報）：20％・・・学習目標?に対応 
・毎回の活動後に日報を提出する 
・学習目標?に記した内容に関連する場面を抽出して記述する 
・ふりかえりシートの記入方法については別途指示する 
■事後学習レポート 40％・・・学習目標④に対応 
事前学習レポート①・②、放課後等デイサービスの活動で得られた 

22.コメント 
活動先は、尼崎市内にある、ケアスタッフサービスが運営する放課後等デイサービス事業所
になります。コロナ感染症の影響により、活動日程は流動的になります。 



23.オフィスアワー 月曜 5 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション（授業の概要） 〇授業内容の整理（60） 
 ・障害のある子どもの実態を理解する 〇授業内容の整理（60） 
 ・障害のある子どもの保護者の実態について理解する 〇授業内容の整理（60） 

 
・放課後等デイサービス事業の法的根拠、サービス内
容、実態について理解する? 

〇授業内容の整理（60） 

 
・放課後等デイサービス事業の法的根拠、サービス内
容、実態について理解する? 〇授業内容の整理（60） 

 ・活動先とのマッチング 〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・チームビルディング、活動目標の設定? 
★ミニレポート①の提出 
〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・チームビルディング、活動目標の設定? ★ミニレポート②の提出 
 ・現地活動① 〇活動日報（90） 
 ・現地活動② 〇活動日報（90） 
 ・現地活動③ 〇活動日報（90） 
 ・現地活動④ 〇活動日報（90） 
 ・プレゼンテーション準備 〇プレゼンテーション準備（120） 

 ・プレゼンテーション 
〇プレゼンのふりかえり（60） 
〇事後レポートの執筆（120） 

 ・ふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y09 

2.科目名 
サービスラーニングＢ BBS 活動を通して
（エキスパート） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹、横川滋章、神垣一規 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
「サービスラーニング A BBS 活動を通し
て学ぶ地域の更生保護」を既に履修したも
の 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

定員は５名程度とする。 
東灘区 BBS 会，保護司会，更生保護女性会，保護観察所などの外部の協力機関と連携して
活動していくことを十分理解し，積極的に意見を述べたりしてもらうことが必要になる。ま
た，日程はこれから定めていくが，土日での活動が多くなることから，これらの活動に参加
可能な学生とする。希望理由及び面談などによる選考がある。サービスラーニング A 履修者
への助言や，サービスラーニング全体の企画等も行う。 
少なくとも，５月１７日１８：３０からのオリエンテーションと５月〇日のキックオフミー
ティングに参加できるこ 

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
BBS 活動への参加を通じて，地域の明るい社会づくりがどのように行われているのか理解す
る。 
＜授業の概要＞  
非行少年は減少傾向にあるが，再非行に及ぶ少年たちは一定数いる。少年たちが再非行に及
ばないようにするためには，地域社会での支援が非常に重要になる。こうした活動は更生保
護と呼ばれる分野の一部であり，保護観察所や保護司会，そして地域の BBS（Big Brothers 
and Sisters）会が中心となって担っている。 
 この授業では，これらの機関と連携して，非行少年の社会復帰，安心・安全な地域づくり
などに取り組んでいくことになる。その際には，学生ならではの発想力や行動力が求められ
る。また，本年度は実際の活動に変えて，各機関の方々からの講話が多くなる可能性があ
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学修目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち「社会貢献性」「多様性理
解」「コミュニケーションスキル」の学修と関連する。 
①更生保護の概要を理解し，具体的にどのような活動が行われているのか説明できる。 
②活動に対して意欲的に取り組み，自分の知識や経験を生かして，積極的に意見を述べるこ
とができる。 
③地域には様々な問題や悩みを抱えている人が住んでいるということを理解することができ
る。 
④活動を通して自分なりに気付いたことをまとめて発表できる。 

19.教科書・教材 
指定なし。 
必要があれば資料を配布する。 

20.参考文献 必要があればその都度紹介する。 

21.成績評価 

①毎回の活動で学んだことに関するレポート（４０％）課題①〜⑥ 
（学修目標①，③に対応） 
②更生保護関係のイベント等において，周囲と協力し，自分なりの意見を発表する（４
０％）課題⑦ 
（学習目標②，④に対応） 



③授業全体に関するレポートを e-ポートフォリオに投稿する（２０％）課題⑧ 
（学習目標①，②，③，④に対応） 

22.コメント 
先方の都合等により，実施内容が予定していたものから変更になる可能性がある。 
既に遠隔で実施する予定のプログラムと対面を予定しているプログラムがある。コロナ感染
状況によって，対面予定のものも遠隔になる可能性がある。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：月曜昼（神垣） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回目 
（５月１７
日） 

オリエンテーション 
（１８：３０〜本学で実施） 

キックオフミーティングに備えて自分なりに
更生保護について調べる。 

２回目 
 

キックオフミーティング① 
BBS，保護司会，更生保護女性会についての説明  

３回目 キックオフミーティング② 
各関係者との打ち合わせ。 

課題①：キックオフミーティングを終えた感
想レポート 

４回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施）  
５回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施） 課題②：不登校支援についての感想レポート 
６回目 子ども食堂に関する説明  
７回目 子ども食堂活動への参加 課題③：子ども食堂に関するレポート 

８回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

９回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

１０回目 保護司さんへのインタビュー調査のまとめ インタビュー結果の取りまとめ 
１１回目 保護司さんへのインタビュー調査を基にした発表準備 発表のための資料作り 

１２回目 更生支援イベントに向けた準備 なにをどのように発表するか計画する。イベ
ントの準備を手伝う。 

１３回目 更生支援イベントに向けた準備 
何をどのように発表するのか，協力して考
え，準備する。 

１４回目 
（１２月） 更生支援イベントへの参加と発表（遠隔実施） 

課題④：自分たちの意見についてイベント内
で発表する。 

１５回目 まとめと振り返り 
課題⑤：全体の感想や学んだことを e-ポー
トフォリオへ投稿する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y51 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 神⼾⻑田地区共生社
会実現活動（２） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔、疋田浩一 

5.授業科目の区分 リベラルアーツ 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本サービスラーニングでは神⼾⻑田地区における共生に関わる実践に取り組む。⻑田区は、
神⼾市の拡大期に、インナーシティとなっていった区域である。阪神大震災で大きな被害を
受けた。その後の神⼾市による再開発も失敗し、今日に至る。地区には経済的な厳しさ、マ
イノリティ（貧困・外国人・ひとり親家庭）問題などが集積している。他方で、多様な市⺠
活動が行われている場所でもある。この⻑田区へのかかわりを通して、「共生」について考
え、深めることが目的である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP のうち「社会的貢献性」と強く関連しています。マイノリティといっても多様な問題領
域があります。そうした問題があるだけでなく、社会的問題の解決に熱心に取り組む方々が
たくさんいます。サービスラーニングを通じて、社会的貢献性を深め、多様な能力を伸ばす
ことが本授業の目的です。 

19.教科書・教材 随時配布します 
20.参考文献 随時配布します 

21.成績評価 
活動記録 30% 
振り返りレポート 30% 
プレゼンテーション 40% 

22.コメント 
マイノリティを軸として不平等、生活困窮、外国人、ひとり親家庭、不登校などをキーワー
ドに、積極的に社会へとコミットできる人と活動していきたいと思います。 

23.オフィスアワー 木曜お昼のセンターオフィスアワーで具体的な内容を皆で検討しています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 オリエンテーション 
活動の確認、諸注意 

ワークシート 

第 2 回〜第
3 回 

皆の活動について考えるワークショップ ワークシート 

第 4 回〜第
13 回 

現地での活動 日報 

第 14 回〜第
15 回 まとめと振り返り ワークシート 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y52 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 山手 C 近辺地域活性
化（２）宇治川音楽祭 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬、永井純一、渡辺卓也 

5.授業科目の区分 
コミュニティスタディ 
（基礎教育科目） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 

・15 名程度を予定しています。希望者が多い場合は志望理由を元に選考をおこないます。 
・10 月 9 日（日）の音楽祭に参加できない人は、あらかじめ履修を避けてださい。 
・教室で授業をする時は木曜３限におこないます。秋学期の木曜３限に他に取る授業がある
人は、今回の履修は避けてください（どうしても受講したいという時は相談に応じます）。 
 

17.授業の目的と概要 

神⼾山手キャンパスの近くにある宇治川商店街では、若い商店主たちが中心になって、毎年
10 月に大規模な音楽祭を開催しています。この音楽祭にかかわる人々にインタビューをお
こない（12 月）、結果をウェブ上のコンテンツとしてまとめ、発信すること（2 月）が、こ
の授業の最終課題です。そのために、まず予備調査として音楽祭にボランティアスタッフと
して参加（10 月）、具体的なイメージを得た上で、宇治川商店街について、また他地域の活
性化イベントについて文献調査と発表をおこない、インタビューの計画をみなさんで作って
いってもらいます（11 月）。 
現代日本の大きな課題である地域の活性化について、現場にあるリアルな困難や、それでも
活動を続ける関係者の思いを、自分の目と耳で調べ、理解し、発信できる（社会に還元でき
る）ようになることを、この授業では目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の１「自律的で主体的な態度
（自律性）」、２「社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）」の学修に関連していま
す。 
① 地域活性化の意義や現場の困難について、具体的に理解し説明することができる。 
② インタビューの準備（文献調査や発表、インタビュー計画作成）を自律的に進めること
ができる。 
③ 予備調査（ボランティア参加）、また本番のインタビューに、主体的に参画することがで
きる。 
④ インタビュー結果を、わかりやすいウェブコンテンツとしてまとめ、発信する 

19.教科書・教材 

・{昨年度のサービスラーニングで作成したウェブサイト,https://kei-
nam.com/s̲learning/} 
・木下⻫『地方創生のリアル』（{Web 連載記事,https://toyokeizai.net/category/chihou-
real}）。抜粋した記事を印刷して配布します） 
・その他の教材や資料も、授業進行に合わせて配布していきます。 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

１．予備調査（ボランティア参加）の報告（ｅポートフォリオ）［学習目標③］ 成績の
20％  
２．活性化イベントについての文献調査とその発表［学習目標①、②］ 成績の 20％ 
３．インタビュー後の仮報告（ｅポートフォリオ）［学習目標③］ 成績の 10％ 
４．ウェブコンテンツ作成（インタビュ−や座談会含む）［学習目標①、④］ 成績の 50％ 
 



22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜３限（学修支援センター）／金曜４限（個人研究室） 
（科目代表者：行木） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回〜第
３回 
【予備調査
編】 

第１〜２回： 
・授業ガイダンス（サービスラーニングについて、こ
の授業の目的や進行などについて） 
・予備調査（宇治川音楽祭へのボランティア参加）に
ついての説明 
・当日の役割分担や仕事内容、連絡体制などについて
の打ち合わせ 
※必ず出席してください。やむを得ない事情で欠席す
る場合は、必ず私にメールで連絡をください。無断欠
席した場合、音楽祭への参加やその後の履修をあきら
めてもらうことがあります。 
第３回： 
※10 月 9 日の音楽祭（もしくは 8 日の会場設営）へ
のボランティア参加をもって代えます。 
 

予習：次の【文献調査編】で用いるネット記
事の抜粋を配布するので、読んでおいてくだ
さい。 
復習：音楽祭当日、自分が具体的にどんな仕
事をしたか、そこでどんな経験や気付きがあ
ったかを、ｅポートフォリオの記事として投
稿してください（成績評価の材料になりま
す） 
 

第４回〜第
８回 
【文献調査
編】 

第 4 回： 
・なぜいま地域活性化が必要なのか（講義） 
・文献調査と発表のやり方について 
第５〜８回： 
・木下⻫『地方創生のリアル』の中の何か一つの記事
の要約、もしくは宇治川商店街や音楽祭にかんする情
報の収集・まとめを、担当を決め、レジメを作って発
表してもらいます。 
・これらの発表を踏まえ、インタビューで誰が誰に何
をどう聞くか、計画を固めていきます。 
 

予習：自分の発表レジメを作成するのはもち
ろんですが、他の人が発表する記事もあらか
じめ読んでから授業に参加してください。 
 

第９回 
【インタビ
ュー編】 
 

・11 月の最終週もしくは 12 月の最初の週に、音楽祭
の関係者へのインタビューを実施します。 
・日時や場所（宇治川商店街に行くか、それとも大学
に来てもらうか）などは未定です。 
※このインタビューを第９回の授業に代えます。 
 

復習：インタビューで自分は何を聞いたか、
そこでどんな返答があったか、気付きがあっ
たかを、ｅポートフォリオの記事として投稿
してください（成績評価の材料になります） 

第 10 回〜春
休み 
【コンテン
ツ作成編】 
 

・音楽祭のボランティア体験や、インタビューの文字
起こしなどをまとめて、ウェブサイトを作成します。 
・全体を振り返る座談会をおこないます。これも文字
起こしをしてウェブサイトに載せます。 
・春休みも作業は続きます。多くは各人自宅での作業
になりますが、時々は Zoom で打ち合わせをするか
もしれません。 
・1 月にサービスラーニングの発表会があります。こ
の授業ではスケジュール的にコンテンツ作成編の途中
での発表となります。ウェブサイトの試作版、簡略版
を発表する予定です。 

予習：自分の分担の作業は自宅でも進めてく
ださい。 



・取材に協力してくれた宇治川商店街の人にお礼 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y53 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 企業と連携して WS
開催 (2) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史、清水美知子、友枝敏雄 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面 : 大学 or エアグラウンド(武庫之荘) 
16.履修制限 今年度は 5 人を想定しています。 

17.授業の目的と概要 

同じ名前のサービスラーニングの秋・冬の活動のためのものです。 
１年を通して活動するので春・夏と秋・冬を取ってください。 
[メインテーマ] 地域と教育現場との連携・協働の模索 
[内容]  (株)エアグラウンドと連携して、とある高校の総合的な探究の授業の教材を作成し
ます。 
総合的な探求授業の流れは 
1. 最新ロボット情報を知る 
2. 働くロボット動画教材 
3.アームロボット操作体験 
となっています。 
今回は 2.をメインに実施し、高校生が地域の中小企業で使われるロボットの活躍の動画の作
成ができるようになる教材を企業と連携しながら作成します。 
時間があれば、アームロボットのプログラミング教材も作成します。 
秋学期に探究の授業があるので 1 年を通して活動できる人を優先します。 
-------------------------------------------- 
活動期間 : 春・夏・秋・冬 
5 名募集 
-------------------------------------------- 
また、時期によって単発のイベントを企画しようと思っています。 
これは私が担当するサービスラーニングの共通内容となります。 
[サブテーマ] 地域を知り、地域の課題の解決の糸口を探す 
  
尼崎の中小企業の取材および Amaportal への記事投稿 
 - 8 月頃を予定しています 
市役所と連携してフューチャーデザインワークショップの開催 
 - 1-3 月頃を予定しています 
Mycityreport × 尼崎散策 
 - 毎月、土曜日に集まれる人だけ集まって尼崎を散歩します。 
 - Mycityreport で尼崎の道路で危ないところを見つけたら投稿します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

[学習目標] 
(a) 地域の高校生が地域の中小企業の取材することおよびロボットの動画作成することがど
のように中小企業にとって意義があることなのか、ないのことなのかについて自分の意見を
持つことができる 
(b) 地域(特に中小企業)と高校生が触れ合うことが高校生にとってどのような意義があるの
かについて自分の意見を持つことができる 
(c) 地域と教育現場を繋ぐことは必要なのかどうかを自分の意見を持つことができる 
[DP との関係] 



学修目標はプロジェクトの完遂よりも、プロジェクトの中でどのような意見を持つか 
19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
25% : リフレクションシート 
75% : 活動報告書 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

週 1 での打ち合わせおよび議論 
定期的に企業および高校との打ち合わせ 
高校での実施は後期の⽕曜日の 2 限であるが、実施
は企業と参加できる人に実施してもらうため、任意の
参加とする。 
後期の授業に間に合わせるために進捗状況次第では夏
学期に集中的に実施することもあり得る。 
土曜日に街歩きをするが任意である。 
尼崎の中小企業の取材および Amaportal への記事投
稿や市役所と連携してフューチャーデザインワークシ
ョップの開催は可能な限り参加して欲しい。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y54 

2.科目名 サービスラーニングＢ WS 開催 (2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 社会学部、心理学部、教育学部 9.履修学年 1-4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実
施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 
対面(月 2 回程度) 
Zoom での勉強会(月 4 回程度 全員の都合
を合わせると夜中になる可能性が高いと思
います。) 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(活動時間は相談) 

16.履修制限 [テーマ A] 3 名 
[テーマ B] 10 名 

17.授業の目的と概要 

科目名は文字数の関係で適当につけられています。 
そのため、内容は全然違います。注意してください。 
同じ名前のサービスラーニングの秋・冬版となります。 
春・夏と秋・冬で取ってください。１年を通じた活動です。 
[テーマ A] ワークショップを通じた地域貢献 (3 名前後) 
注意 : 土曜日にワークショップを実施する可能性が高いです。１年間を通して実施します。
そのため、秋・冬も取ってください。 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
一般社団法人 Note&Key と明星大学の学生と連携して様々なタイプのワークショップを開
きます。 
１年間を通して様々なタイプのワークショップを開きます。 
CORD な農園 ： 果物を楽しんで，コトバをつくり，違いを探して組合せよう 
→ 同じ果物でも，コトバや組み合せたモノが違うことを知覚する。 
CODE な農園 ： コンピュータを楽しんで，コードをつくり，違いを探して組合せよう 
→ 同じ目的でも，コトバや組み合せたモノが違うことを知覚する。 
CHORD な農園 ： トイを楽しんで，問いをつくり，違いを探して組合せよう 
→ 同じトイでも，問いや組み合わせたモノ（これは「問い」か「トイ(めざトイ)」）が違う
ことを知覚する。 
今回は「CORD な農園」と「CODE な農園」をテーマにワークショップを実施します。 
東京と兵庫を繋いでワークショップを実施したり、今までにないワークショップを実施して
いきたいと思っています。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
[テーマ B] プログラミングワークショップを通じた地域貢献(10 名前後) 
[注意] 尼崎と山手の学園祭の日は全員空けておいてください。１年間を通して実施します。
そのため、秋・冬も取ってください。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 



ワークショップを開くという事は一筋縄ではいきません。 
教材を作成して、当日を迎えれば万事解決というわけではなく、 
スケジュール管理、場所の確保、機材の確保、広報など様々な事を行わなければいけませ
ん。 
教員は皆さんのアドバイザーとして、アドバイスや議論に参加しますが、実際に行動するの
は皆さんです。 
活動の中で自分達だけでは困難な事がたくさん起こるはずです。 
その過程で仲間や地域の方々の助けがないとワークショップの開催は非常に難しい事を実感
してほしいと考えています。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
また、時期によって単発のイベントを企画しようと思っています。 
これは私が担当するサービスラーニングの共通内容となります。 
[サブテーマ] 地域を知り、地域の課題の解決の糸口を探す 
----------------------------------------------------------------------------- 
尼崎の中小企業の取材および Amaportal への記事投稿 
- 8 月頃を予定しています 
市役所と連携してフューチャーデザインワークショップの開催 
- 1-3 月頃を予定しています 
Mycityreport × 尼崎散策 
- 毎月、土曜日に集まれる人だけ集まって尼崎を散歩します。 
- Mycityreport で尼崎の道路で危ないところを見つけたら投稿します。 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

[テーマ A] 
a) オンラインで他地域と繋ぐという事は何に役に立つのかについて自分の意見を持つ 
b) ワークショップを通じて地域で求められていることは何なのかについて自分の意見を持
つ 
[テーマ B] 
a) プログラミングワークショップはこの地域で求められているのか体験を通して自分の意
見を持つ 
b) 誰のためにプログラミングワークショップを開くべきなのか、どこの場所でプログラミ
ングワークショップを開くべきなのかの自分の意見を持つ 
[DP との関係] 
上記の(a),(b)は(1)-(4)に関係している 
( 

19.教科書・教材 
[テーマ B] Scratch で楽しむプログラミングの教科書,北村 愛実  (著), 犬伏 雅士 (監
修),SB クリエイティブ 

20.参考文献 
[テーマ B] スクラッチプログラミング事例大全集, 松下孝太郎  (著), 山本光  (著),技術評
論社 

21.成績評価 活動報告書 : 100% 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春・夏の活
動概要 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回程度) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 

 



対面授業(月 2 回程度)の役割 : ワークショップ実施
に関して何をしなければいけないのかを議論し、行動
するために実施する 
Zoom での勉強会(月 4 回程度)の役割 : scratch のプ
ログラミング能力を向上させ、ワークショップの教材
作成ができるだけの知識を手に入れる 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(要相談)の役割 : ワークショップを通
じて、知識を 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y55 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 丹波地域（大阪・深
江地区）協働活動 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸、章志華、中嶌康二 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学部対象 9.履修学年 2 年生以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

●リサーチ入門あるいは同等の科目（社会
調査論）が履修済みであること。 
●グローバルな学びに関連する科目、コミ
ュニケーション基礎科目が履修済みである
と学びが倍増します。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義形式と実習演習を組み合わせたハンズ
オン・ヘッズオン形式 
プラス 
学外でのフィールドワーク（主に週末で学
期中に数回実施する） 

16.履修制限 
人数が多い場合は履修制限をします。 
10−20 名程度。 
履修希望者が多い場合は面接で選考します。 

17.授業の目的と概要 

サービスラーニングでの学びを大学から離れた遠隔地での学びと結びつけた授業です。 
日本人の学生だけではなく、本学で学ぶ留学生たちにも利益が生まれるようにグローカルな
サービスラーニングでの経験学習を意識してプログラムを企画してみました。 
本授業のテーマは、「田舎と都会が相互依存する未来社会の実現」です。 
本授業は、年間を通して、2 部構成でおこないます。どちらも 2 単位です。 
（１）春学期・夏学期の部 
兵庫県丹波市市島地区の有機野菜の栽培から販売までを 40 年以上行なっている NPO「いち
じま丹波太郎」、奥丹地区のムラマチプロジェクトと協働し、田舎と都会が相互依存する未
来社会について、両者のウェルネス溢れる未来社会の創造について、いっしょに考えていき
ます。未来社会において、田舎に住む自分と都会に住む自分がウェルネスを通して Win-Win
な関係を構築するにはどうすればいいかについて、「自分ごと」として考えていきます。 
（２）秋学期・冬学期の部 
兵庫県丹波市市島地区に加えて、⻘垣地区で菅（すげ）を育てて、菅笠などの菅編みの伝統
工芸を未来に伝えようとしている深江菅田保存会（拠点は大阪市東成区深江）と協働で、未
来社会のウェルネスについて考えていきます。ここでは、菅編み技法という無形文化財をど
うウェルネスに取り込むかという課題にチャレンジしていきます。そして、田舎と都会が相
互依存する未来社会について、大学生と地域の方たちの「自分ごと」としての未来社会を創
造していきます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1)学習目標 
以下の 3 点が必須学習目標です。 
①地域/社会問題の発見：活動を通して地域/社会の問題を説明できる 
 SDGs の概念・視点から、地域の未来への持続可能性について、経済・社会・環境の領域
で、今そこに行きている人たちの営みのウェルネスを叶えるために解決・克服しなければな
らない課題を、大学生と地域住⺠が協働で考えていきます。そこでは、本学のミッション：
３C の実践による経験学習を通して、未来社会を生きるフューチャースキルを慣用していき
ます。 
②知識との関連：地域/社会の問題と自身の専門分野/学問 



19.教科書・教材 随時、資料を WebClass で配布する。 
20.参考文献 授業の進行に合わせて、紹介していく。 

21.成績評価 

教室内の学び、フィールドワークでの活動を通した経験学習を含むので、授業態度、活動へ
の取り組みの姿勢、地域の人たちとの協働活動の姿勢等と合わせて総合的に評価する。 
◯事前学習時 ーー 30％ 
◯期中学習・チーム活動・取り組みの姿勢 ＆ フィールドワーク ーー 40％ 
◯事後学習 （チームプレゼン、活動報告資料、ポスター、報告書等） ーー 30％ 
◆別軸での評価としての目安 
個人レベルでの学びの成⻑  −−50％ 
チームワーク・チーム貢献  −−50％ 

22.コメント 
【重要】 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加することが単位取得の必須
条件となる。 

23.オフィスアワー 

【時間】金曜日２時限目及び昼休み （春学期） 
【時間】⽕曜日２時限目及び昼休み （秋学期） 
【場所】神⼾山手キャンパス１号館２F 学習支援センター 
＊他キャンパス受講生は Zoom で対応（事前に連絡のこと） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
プログラム概要、学習目標などについて説明 
チーム分け、チームビルディング、チームワーク等 
活動地域、人々、営みについて 
授業運営にあたってのハウスルール 

PC,パッド、スマホを持参すること 

第 2・３・４
回 

【事前学習】 
チームベースのアクティブラーニング 
 ・SDGs 概念 
 ・ウェルネスとは？ 
 ・ディスラプティブ・イノベーション 
 ・田舎と都会が相互依存する未来社会の創造 
チーム間での学びの共有 
フィールドワーク（１）（現地調査） 

PC,パッド、スマホを持参すること  
チーム活動の記録資料 

第 5・６・
７・８・９
回 

【期中学習１】 
チームベースのアクティブラーニング 
 ・フィールドワークによる現地調査の分析 
 ・ディスカッション 
 ・クリティカルシンキング 
 ・分析結果のまとめ 
チーム間での学びの共有 
 ・フィールドワーク（２）（ステークホルダーへの
ヒアリング）準備 
 ・ヒアリングでの調査項目の洗い出し 
 ・フィールドワークシミュレーション 
 ・ヒアリング調査項目の精査 
フィールドワーク（２）（ヒアリングによる現地調
査） 

PC,パッド、スマホを持参すること  
チーム活動の記録資料 

第 10・11・
12・13・回 

【期中学習２】 
チームベースのアクティブラーニング 
 ・フィールドワーク（２）ヒアリング調査の分析 

PC,パッド、スマホを持参すること  
チーム活動の記録資料 



 ・ディスカッション 
 ・クリティカルシンキング（SWOT 分析） 
 ・分析結果のまとめ 
 ・チーム間での学びの共有 
  
・フィールドワーク（３）（未来社会に向けての課題
点のあぶり出し調査）準備 
 ・課題案の提案 
 ・フィールドワークシミュレーション 
 ・課題案の精査 
 ・課題の合意形成から解決策策定のためのディスカ
ッションの進め方について段取りーー＞シミュレーシ
ョン 
フィールドワーク（３）（未来社会に向け 

第 14・15 回 

【事後学習】 
チームごとに活動成果のまとめ 
学びの共有： 
ピッチプレゼン・プレゼン動画作成・ポスター・報告
書作成 
学びのふりかえり 
本授業での学びからその先へ 
註：発表の場にはお世話になった地域のステークホル
ダーの方々も招待しましょう。 
【大事】 
サービスラーニング参加学生の学びを可視化する取り
組みとして、以下 2 点に取り組みます。 
(1)本授業の質向上のために、webclass の各コース内
で、学生アンケートを活動の事前・事後でおこないま
す 
(2)e ポートフォリオの活用 
事後学習期間を利用して、 

PC,パッド、スマホを持参すること  
チーム活動の記録資料 
チーム成果物、すべてをチーム共有フォルダ
に提出すること 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y58 

2.科目名 
サービスラーニングＢ BBS 活動を通して２
（エキスパート） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹、神垣一規 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
「サービスラーニング A BBS 活動を通し
て学ぶ地域の更生保護」を既に履修したも
の 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

定員は５名程度とする。 
東灘区 BBS 会，保護司会，更生保護女性会，保護観察所などの外部の協力機関と連携して
活動していくことを十分理解し，積極的に意見を述べたりしてもらうことが必要になる。ま
た，日程はこれから定めていくが，土日での活動が多くなることから，これらの活動に参加
可能な学生とする。希望理由及び面談などによる選考がある。サービスラーニング A 履修者
への助言や，サービスラーニング全体の企画等も行う。 
 

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
BBS 活動への参加を通じて，地域の明るい社会づくりがどのように行われているのか理解す
る。 
＜授業の概要＞  
非行少年は減少傾向にあるが，再非行に及ぶ少年たちは一定数いる。少年たちが再非行に及
ばないようにするためには，地域社会での支援が非常に重要になる。こうした活動は更生保
護と呼ばれる分野の一部であり，保護観察所や保護司会，そして地域の BBS（Big Brothers 
and Sisters）会が中心となって担っている。 
 この授業では，これらの機関と連携して，非行少年の社会復帰，安心・安全な地域づくり
などに取り組んでいくことになる。その際には，学生ならではの発想力や行動力が求められ
る。また，本年度は実際の活動に変えて，各機関の方々からの講話が多くなる可能性があ
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学修目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち「社会貢献性」「多様性理
解」「コミュニケーションスキル」の学修と関連する。 
①更生保護の概要を理解し，具体的にどのような活動が行われているのか説明できる。 
②活動に対して意欲的に取り組み，自分の知識や経験を生かして，積極的に意見を述べるこ
とができる。 
③地域には様々な問題や悩みを抱えている人が住んでいるということを理解することができ
る。 
④活動を通して自分なりに気付いたことをまとめて発表できる。 

19.教科書・教材 
指定なし。 
必要があれば資料を配布する。 

20.参考文献 必要があればその都度紹介する。 

21.成績評価 

①毎回の活動で学んだことに関するレポート（４０％）課題①〜⑥ 
（学修目標①，③に対応） 
②更生保護関係のイベント等において，周囲と協力し，自分なりの意見を発表する（４
０％）課題⑦ 
（学習目標②，④に対応） 
③授業全体に関するレポートを e-ポートフォリオに投稿する（２０％）課題⑧ 



（学習目標①，②，③，④に対応） 

22.コメント 
先方の都合等により，実施内容が予定していたものから変更になる可能性がある。 
既に遠隔で実施する予定のプログラムと対面を予定しているプログラムがある。コロナ感染
状況によって，対面予定のものも遠隔になる可能性がある。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：月曜昼（神垣） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 オリエンテーション 
（１８：３０〜本学で実施） 

キックオフミーティングに備えて自分なりに
更生保護について調べる。 

２回目 
 

キックオフミーティング① 
BBS，保護司会，更生保護女性会についての説明 

 

３回目 
キックオフミーティング② 
各関係者との打ち合わせ。 

課題①：キックオフミーティングを終えた感
想レポート 

４回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施）  
５回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施） 課題②：不登校支援についての感想レポート 
６回目 子ども食堂に関する説明  
７回目 子ども食堂活動への参加 課題③：子ども食堂に関するレポート 

８回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

９回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

１０回目 保護司さんへのインタビュー調査のまとめ インタビュー結果の取りまとめ 
１１回目 保護司さんへのインタビュー調査を基にした発表準備 発表のための資料作り 

１２回目 更生支援イベントに向けた準備 
なにをどのように発表するか計画する。イベ
ントの準備を手伝う。 

１３回目 更生支援イベントに向けた準備 何をどのように発表するのか，協力して考
え，準備する。 

１４回目 
（１２月） 

更生支援イベントへの参加と発表（遠隔実施） 
課題④：自分たちの意見についてイベント内
で発表する。 

１５回目 まとめと振り返り 
課題⑤：全体の感想や学んだことを e-ポー
トフォリオへ投稿する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y71 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 地域の要望に応える
企画・運営 連携協力 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久、真鍋公希、八木寛之 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 全学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

夏学期は楽器後半の時期、ある程度集中し
た形で授業を実施。 
秋学期は原則、毎週木曜日５時間目に行う
が、「評価と実践」の授業がない週は、１
時限繰り上げ４時間目に実施する。 
イベント開催は１０月下旬から１１月初旬
ごろとなる予定で、この時期の土日は本番
やリハーサルのために出校日となる。 

16.履修制限 10 名程度での活動を想定していが、可能な限り受け入れたいと思っています。 

17.授業の目的と概要 

 神⼾市立相楽園は、兵庫県を代表する日本庭園です。この庭園には美しい庭園はもちろ
ん、明治から大正時代に建築された建物（厩舎）や洋館（旧ハッサム住宅）などがあり、そ
の多くが国指定の重要文化財に指定されています。 
 毎年秋、この相楽園では兵庫県下最大規模の「菊花展」が行われ、それに関連して様々な
イベントが開催されています。 
 これまで本学においても合併前の神⼾山手短大／大学の時代から１５年以上にわたり、コ
ンサートや演劇やダンスなど、様々なイベントを行ってきました。 
 また昨年度はサービスラーニングとして、この菊花展のオープニングイベント「ハッサム
邸オータムコンサート」を開催し、今年度もまたさらに内容を充実した形で、コンサート等
の開催を計画しています。 
このサービスラーニングでは、下記の４つのテーマを中心に地域連携協力を軸とした取り組
みを行います。 
１．イベント開催というものについて、企画から実施に至るまでを体系的学習 
２．音響システムの具体的な扱い方の学習を通じて、ステージ設営・運営方法の経験的学習 
３．運営スタッフ（または出演者）として参加することによる「本番」に臨むリアルな体験
的学習 
４．文化活動を通して地域の人々への貢献、地域活性化への取り組みの実現 
新型コロナをはじめ今後の社会情勢などにより、相楽園の菊花展の開催の有無やイベント実
施の可否など不透明な状況ではありますが、なんらかの形で実施していきたいと考えていま
す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

上記に示した通り、このサービスラーニングでは４つのテーマを通して、体系的・体験的学
習および地域社会への貢献を目標としています。 
また SDGs の取り組みとして「３．すべての人に健康と福祉を」、「１１．住み続けられるま
ちづくり」を対象としています。 
DP との関連においては、下記について広く関連したものとして位置づけています。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
(4) 問題発見・解決力 
( 



19.教科書・教材 適宜、各種資料等を配布する。 
20.参考文献 適宜、紹介していく。 

21.成績評価 

下記３項目を主な評価対象とします。 
１．授業に対する学習意欲や積極的な取り組み・・・30% 
２．自主的・自発的な学習への取り組み、準備など・・・40% 
３．自身の担った役割の取り組み結果、事後のふりかえり・・・30% 
またそれぞれについて、個人・グループとしての取り組みや協調性なども交え、総合的に評
します。 
 

22.コメント 

【★参加形態について】 
この授業は、音楽イベントにおける「スタッフ」としての参加を通じて様々なことを体験的
に学ぶことを目的としていますが、下記のように様々な形態での参加も可能です。 
・スタッフ（音響・写真記録等） 
・出演者（演奏、ボーカルなど） 
・出演者（ダンスやパフォーマンスなど、それぞれの個人の持ち味を活かしたもの） 
・MC（司会進行等） 
・その他（各種アイデア、希望などあれば） 
この授業は受け身ではなく、自ら積極的に活動に参加するとともに、それぞれの様々な持ち
味を活かしてもらえる場にしたいと考え 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
 ・内容および学習目標などの説明。 
 ・相楽園でのこれまでの様々なイベント等にについ
て紹介。フィールドワークおよび教室授業の実施予定
など。 
 

 

夏学期・後
半時期 
第２〜５回
相当 

【フィールドワーク、運営の基本的学習】 
 ・この期間に相楽園へのフィールドワークを行う。 
 ・現地の把握、および様々な企画内容の理解ととも
に、各履修生からも様々なアイデアを募り開催内容を
具体的に考えていく。 
 ・イベント企画のしかたをはじめ、音響システムな
どの基本的な学習なども行う。 

事前・事後学習：毎回の授業で得られた知識
や技術を忘れないよう繰り返し学習に努め、
知りたいことなどあれば積極的に質問するな
どしてください。 

秋学期・前
半期 
第６〜９回 

【イベントに向けての取り組み】 
 ・企画を実現するために、プログラム、タイムテー
ブル、音響ブロック図、セッティング図などの資料を
まとめ方を学習する。 
 ・音響機材などの具体的設営、扱い方などを学習す
る。 
 ・スタッフとしての役割やチームとしての連携の仕
方などを学習す る。 
 ・出演予定者や MC 担当者については、各自自主
的に練習を行う。 
 ・トラブル対応などイベント開催における様々な
「危機管理」等の対策についても学習する。 

事前・事後学習：毎回の授業で得られた知識
や技術を忘れないよう繰り返し学習に努め、
知りたいことなどあれば積極的に質問するな
どしてください。 
 

本番日に合
わせ変則的

【リハ・本番・ふりかえり】 
・学内でバーチャルイベント（１週間前の土曜日な

自身の役割をしっかりと果たせるよう、準備
万端を心がけ、本番に臨むようにしてくださ



（土日など
含む） 
第１０〜１
５回 

ど） 
・学内でのリハーサル（本番日前日の土曜日） 
・本番（日曜日） 
・その後、振り返り、記録整理、成果発表会準備など 
 

い。 
また本番後のふりかえりは何よりも大切なも
のなので、最後までしっかりと取り組んでく
ださい。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL104-
Y51 

2.科目名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浜野孝 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学部生が対象 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語、公⺠、福祉) 小
学校一種 中学(英語、社会) 
幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 
【目的】 
この科目は、社会に能動的に参加するため、ボランティア活動の基礎的理解と理念及びボラ
ンティアの現状や課題について理解を深めることを目的とします。 
【概要】 
具体的には、現在は地域社会の時代といわれ、市⺠のボランティア活動の役割が期待されて
いる中、人間の尊厳と価値について十分な理解を持った人間の育成を目指します。活動の分
野も福祉に限らず国際協力、環境保護等多岐にわたっており、住⺠参加が不可欠であり、教
養的な理解にとどまらず、ボランティア活動への契機になることを目指し、携わる際に有用
な学修となります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(2)社会的貢献性(3)多様性理解の学修に関
連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次のとおりです。 
①ボランティアの理念や目的を理解し、ボランティア活動をはじめるにあたっての基本的な
ことや活動の基本的マナーを身につけ、身近な場所で困っている人を手助けすることができ
る。 
②社会の中で問題になっていることや不平等を生みだす背景を理解し、原因を見極めること
ができる。（SDGs‥各国内および各国間の不平等を是正する） 
③自分とは異なる価値観や考え方 

19.教科書・教材 
基礎から学ぶ ボランティアの理論と実際 監修＝大阪ボランティア協会 発行＝中央法規
出版 

20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 

 
評価・評定については、下記①②の項目が提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方
法で提出されることが基本となり、③④と合わせて総合的に行います。 
①課題シート（第 3,11 回）     ……   20 点（2 回×10 点）  【学習目標②に対応】 
②選択課題・ふり返りシート（第 4,13 回）10 点（各 1 回×5 点） 【学習目標③④に対応】 
③中間テスト（第 8 回）     ……     20 点                   【学習目標①に
対応】 
④総括試験（第 15 回）     ……       50 点 

22.コメント 
相手の立場に立って主体的に行動するため、授業の中ではグループワークを重視し、ボラン
ティア活動の参加の契機になることを期待します。 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応を行う。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

 
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法、受講上の留意点等） 
・ボランティア論を学ぶにあたっての概要の説明を行
う。 
・ボランティアとは、ボランティアの魅力についての
説明を行う。 
 

復習…今回の復習 
     授業ノートの作成 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 2 回】 

講義「ボランティアの概念と目的」 教科書 P2〜
19、プリント 
・ボランティアの概念と目的及び現状と課題について
学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
              授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 3 回】 

講義「ボランティア活動の歴史」 教科書 P20〜
34、プリント 
・海外のボランティア活動の歴史、日本のボランティ
ア活動の歴史を学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シート①の作成 
復習…今回の復習 
       授業ノートの整理 
予習…ボランティア活動の種      類
について調べる 

【第 4 回】 

講義「ボランティア活動の内容」 プリント 
・ボランティア活動の内容を領域別・対象別・方法別
について学ぶ。 
・ボランティア活動を支える行財政制度を学ぶ。 
・ボランティア活動をめぐる課題を学ぶ。 
「選択方式課題シートは授業中に配布」 

提出物…課題シート① 
宿題…選択課題の作成 
復習…今回の復習 
           授業ノートの整理 
予習…災害時における活動        
について調べる 

【第 5 回】 

講義「阪神・淡路大震災から災害時のボランティア活
動を考える」 
・阪神・淡路大震災発生から 20 数年経過している
が、再度、防災ボランティア活動の重要性を認識し、
災害の被災者支援活動について理解する。 
 

提出物…選択課題 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…次回の授業時までに 
    「受援力」の資料を印刷 
    し,内容を確認しておく 

【第 6 回】 

講義「災害ボランティア活動」 プリント 
・災害時のボランティア活動及び「受援力」について
学ぶ。 
・参考資料 http://www.bousai-
vol.go.jp/juenryoku/ 
 

「受援力」資料を持参 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…求められるボランティアは 

【第 7 回】 

グループワーク① プリント 
・テーマ「求められるボランティアとは」 
・グループ討議のルールを理解する。 
 

復習…グループワークの振り  
   返り 
予習…今回までのまとめ 
 

【第 8 回】 
中間テスト…これまで学んだ内容について確認する。 
・ボランティアの概念、現状・課題、歴史のまとめを
行う。 

復習…中間の再確認 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 9 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動①」 教科書 p36
〜58 プリント 
・高齢者の現状と高齢者に対するボランティア活動に
ついて学ぶ。 

復習…今回の復習 
              授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 



 

【第 10 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動②」 教科書
P80〜97 プリント 
・障がい者・児の現状及びそれぞれの対象者に対する
ボランティア活動について学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 11 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動③」 教科書
P59〜79 プリント 
・子どもの現状と子どもに対するボランティア活動に
ついて学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シート②の作成 
復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 12 回】 

講義「NPO と NGO のボランティア活動」 教科書
P119〜137 プリント 
・NPO と NGO の違い、相互関係及び活動内容につ
いて学ぶ。 
「ボランティア活動をはじめるにあたっての基本的な
ことの理解」 
 

提出物…課題シート② 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…ボランティア活動の意義 

【第 13 回】 

グループワーク② プリント 
・テーマ「学生時代にボランティア活動をする意義」 
・グループワークから気づきを学ぶ。 
「ふり返りシートは授業中に配布」 

宿題…ふり返りシートの作成 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…全体のふり返り 

【第 14 回】 
講義「ボランティア論のまとめ」 プリント 
・ボランティア論の基礎的なことの理解を深める。 
・これまでの学びのまとめを行う 

提出物…ふり返りシート 
復習…今回までの内容・課  
      題の整理 
    授業ノートの整理 

【第 15 回】 総括試験 
復習…総括試験の復習 
     授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL104-
m51 

2.科目名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論 （地域社会） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浜野孝 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学部生が対象 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語、公⺠、福祉) 小
学校一種 中学(英語、社会) 
幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 
【目的】 
この科目は、社会に能動的に参加するため、ボランティア活動の基礎的理解と理念及びボラ
ンティアの現状や課題について理解を深めることを目的とします。 
【概要】 
具体的には、現在は地域社会の時代といわれ、市⺠のボランティア活動の役割が期待されて
いる中、人間の尊厳と価値について十分な理解を持った人間の育成を目指します。活動の分
野も福祉に限らず国際協力、環境保護等多岐にわたっており、住⺠参加が不可欠であり、教
養的な理解にとどまらず、ボランティア活動への契機になることを目指し、携わる際に有用
な学修となります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(2)社会的貢献性(3)多様性理解の学修に関
連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次のとおりです。 
①ボランティアの理念や目的を理解し、ボランティア活動をはじめるにあたっての基本的な
ことや活動の基本的マナーを身につけ、身近な場所で困っている人を手助けすることができ
る。 
②社会の中で問題になっていることや不平等を生みだす背景を理解し、原因を見極めること
ができる。（SDGs‥各国内および各国間の不平等を是正する） 
③自分とは異なる価値観や考え方 

19.教科書・教材 
基礎から学ぶ ボランティアの理論と実際 監修＝大阪ボランティア協会 発行＝中央法規
出版 

20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 

 
評価・評定については、下記①②の項目が提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方
法で提出されることが基本となり、③④と合わせて総合的に行います。 
①課題シート（第 3,11 回）     ……   20 点（2 回×10 点）  【学習目標②に対応】 
②選択課題・ふり返りシート（第 4,13 回）10 点（各 1 回×5 点） 【学習目標③④に対応】 
③中間テスト（第 8 回）     ……     20 点                   【学習目標①に
対応】 
④総括試験（第 15 回）     ……       50 点 

22.コメント 
相手の立場に立って主体的に行動するため、授業の中ではグループワークを重視し、ボラン
ティア活動の参加の契機になることを期待します。 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応を行う。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

 
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法、受講上の留意点等） 
・ボランティア論を学ぶにあたっての概要の説明を行
う。 
・ボランティアとは、ボランティアの魅力についての
説明を行う。 
 

復習…今回の復習 
     授業ノートの作成 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 2 回】 

講義「ボランティアの概念と目的」 教科書 P2〜
19、プリント 
・ボランティアの概念と目的及び現状と課題について
学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
              授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 3 回】 

講義「ボランティア活動の歴史」 教科書 P20〜
34、プリント 
・海外のボランティア活動の歴史、日本のボランティ
ア活動の歴史を学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シート①の作成 
復習…今回の復習 
       授業ノートの整理 
予習…ボランティア活動の種      類
について調べる 

【第 4 回】 

講義「ボランティア活動の内容」 プリント 
・ボランティア活動の内容を領域別・対象別・方法別
について学ぶ。 
・ボランティア活動を支える行財政制度を学ぶ。 
・ボランティア活動をめぐる課題を学ぶ。 
「選択方式課題シートは授業中に配布」 

提出物…課題シート① 
宿題…選択課題の作成 
復習…今回の復習 
           授業ノートの整理 
予習…災害時における活動        
について調べる 

【第 5 回】 

講義「阪神・淡路大震災から災害時のボランティア活
動を考える」 
・阪神・淡路大震災発生から 20 数年経過している
が、再度、防災ボランティア活動の重要性を認識し、
災害の被災者支援活動について理解する。 
 

提出物…選択課題 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…次回の授業時までに 
    「受援力」の資料を印刷 
    し,内容を確認しておく 

【第 6 回】 

講義「災害ボランティア活動」 プリント 
・災害時のボランティア活動及び「受援力」について
学ぶ。 
・参考資料 http://www.bousai-
vol.go.jp/juenryoku/ 
 

「受援力」資料を持参 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…求められるボランティアは 

【第 7 回】 

グループワーク① プリント 
・テーマ「求められるボランティアとは」 
・グループ討議のルールを理解する。 
 

復習…グループワークの振り  
   返り 
予習…今回までのまとめ 
 

【第 8 回】 
中間テスト…これまで学んだ内容について確認する。 
・ボランティアの概念、現状・課題、歴史のまとめを
行う。 

復習…中間の再確認 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 9 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動①」 教科書 p36
〜58 プリント 
・高齢者の現状と高齢者に対するボランティア活動に
ついて学ぶ。 

復習…今回の復習 
              授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 



 

【第 10 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動②」 教科書
P80〜97 プリント 
・障がい者・児の現状及びそれぞれの対象者に対する
ボランティア活動について学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 11 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動③」 教科書
P59〜79 プリント 
・子どもの現状と子どもに対するボランティア活動に
ついて学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シート②の作成 
復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 12 回】 

講義「NPO と NGO のボランティア活動」 教科書
P119〜137 プリント 
・NPO と NGO の違い、相互関係及び活動内容につ
いて学ぶ。 
「ボランティア活動をはじめるにあたっての基本的な
ことの理解」 
 

提出物…課題シート② 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…ボランティア活動の意義 

【第 13 回】 

グループワーク② プリント 
・テーマ「学生時代にボランティア活動をする意義」 
・グループワークから気づきを学ぶ。 
「ふり返りシートは授業中に配布」 

宿題…ふり返りシートの作成 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…全体のふり返り 

【第 14 回】 
講義「ボランティア論のまとめ」 プリント 
・ボランティア論の基礎的なことの理解を深める。 
・これまでの学びのまとめを行う 

提出物…ふり返りシート 
復習…今回までの内容・課  
      題の整理 
    授業ノートの整理 

【第 15 回】 総括試験 
復習…総括試験の復習 
     授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL105-
Y02 

2.科目名 
サービスラーニングⅠ ボーイスカウト活動
を通して 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 共通教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学部・全学科 9.履修学年 1 年生〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 

前向きな姿勢で意欲を持って参加できる者に限ります。野外活動やレクリエーションの好き
な学生に向いています。舎営や野営（テント泊）にも参加できる学生が望ましいです。10
名程度を予定しています。 
※ビーバー隊・カブ隊の活動はスカウト活動の経験がなくても大丈夫です。ボーイ隊の活動
は経験者が望ましいです。ボーイスカウトには女子スカウトもいますので、女性のリーダー
補助も大歓迎です。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
事前学修において学修目標およびスカウト教育の理念とシステムを理解した上で、ボーイス
カウトのいずれかの隊の活動（月 2 回程度）に参画し、活動プログラムの企画・立案・実施
を体験します。子供の心身の発達や、それを取り巻く地域の社会的背景を学び、⻘少年教育
のための地域活動に自律的・主体的に関わることにより、子供達やリーダー・保護者とコミ
ュニケーションを取りながら、活動プログラムをマネジメントし、社会に能動的に貢献でき
る能力を身につけます。 
【概要】 
ボーイスカウト活動は、1907 年にイギリスで始まった、経験的学習を通して⻘少年がよき
市⺠として社会に貢献できるように育成することを目的とした活動です。2022 年 4 月 13 日
には日本での活動の 100 周年を迎えました。このプログラムでは、ボーイスカウト活動の一
環としての地域団（⻄宮第 11 団）の活動に、ビーバー隊（年⻑-小学 2 年）、カブ隊（小学
2 年-小学 5 年）、ボーイ隊（小学 5 年-中学 3 年）のいずれかの隊のリーダーのサポートと
して参画します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の DP2「社会に能動的に貢献する
姿勢」の学修に関連しています。 
① 地域における経験的学習を通した⻘少年の教育活動の重要性について理解し説明でき
る。 
② ボーイスカウトの活動理念やシステムについて理解し説明できる。 
③ ボーイスカウト活動に自律的・主体的に参画することができる。 
④ ボーイスカウト活動に関する情報発信あるいはスカウト向けのゲームなどの計画を立案
できる。 
⑤ 活動ごとに振り返りを行い、その内容をまとめて発表し、その後の学修に活かす計画を
立 

19.教科書・教材 資料は適宜配布または紹介します。 

20.参考文献 
{ボーイスカウト日本連盟,https://www.scout.or.jp} 
{ボーイスカウト⻄宮第 11 団,https://nishinomiya11.com} 

21.成績評価 

課題 1：事前学修 小レポート① 10％ [学習目標①に対応]  
課題 2：事前学修 小レポート② 10％ [学習目標②に対応]  
課題 3：現地学修 活動振り返りワークシート（日報） 10％ [学習目標③に対応]  
課題 4：中間振り返りワークシート  10％ [学習目標⑤に対応] 
課題 5: ボーイスカウト活動に関する情報発信あるいはスカウト向けゲームの計画立案 20％ 



[学習目標④に対応] 
課題 6：活動全体のまとめと発表スライド・ポスターの作成・発表 40％ [学習目標⑤に対
応] 

22.コメント 

活動の内容やスケジュールは現時点での予定であり、具体的な活動内容やスケジュールはボ
ーイスカウト⻄宮第 11 団および参加学生と調整の上で決定します。 
ボーイスカウト⻄宮第 11 団では、担当教員の田中栄治が休日にボランティアでリーダーを
しています。 
ボーイスカウト活動に年間 8 回以上参画することで、（公財）兵庫県⻘少年本部から「社会
貢献活動認定証」が交付される制度があります。 
{社会貢献活動認定証,https://seishonen.or.jp/honbu/?page̲id=6030#toc1} 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【事前学
修】 

事前学修（5 月、3 回） 
・サービスラーニングとは 
・地域における経験的学習を通した⻘少年の教育活動
の重要性 
課題 1：小レポート①「経験的学習を通した⻘少年の
教育活動の重要性」 
・ボーイスカウトの活動理念とシステム 
・⻄宮第 11 団のボーイスカウト活動について 
課題 2：小レポート②「ボーイスカウトの活動理念と
システムについて」 
・現地活動をする上での注意点について 

予習：事前に資料を読んで事前学修のイメー
ジをつかんでください。 
復習：事前学修の振り返りを行い、小レポー
ト①②にまとめてください。 

【現地活動 
春夏】 

現地活動 
活動場所：主に⻄宮市甲東地区周辺、甲山、六甲山な
ど 
活動曜日：主に日曜日 
活動内容：リーダーのサポート 
主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
【ビーバー隊】年⻑-小学 2 年 
 5 月：野外料理、ビーバー工作 
 6 月：ロングハイク、ビーバー陶芸教室 
 7 月：ビーバー釣り大会、虫取り・川遊び 
 8 月：夏期舎営、夏期行事報告会 
 9 月：上進式・ミニハイク、体験ハイク 
【カブ隊】小学 2 年-小学 5 年 
 5 月：阪神さくら地区カブ集会、飯盒炊爨 
 6 月：カヌー・ハイキング、社会見学 
 7 月：神社清 

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 

【中間振り
返り】 
【秋学期の
計画】 

中間振り返り・秋学期の計画（8 月・9 月、2 回） 
・春学期の現地活動振り返り 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 4：中間振り返りワークシート 
・秋学期の活動計画 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 5: ボーイスカウト活動に関する情報発信あるい
はスカウト向けゲームの計画立案 

予習：春学期の現地活動について写真や資料
の整理をしておいてください。 
復習：春学期の現地活動の振り返りを行い、
夏学期の活動計画を立ててください。 



【現地活動 
秋冬】 

現地活動 
活動場所：主に⻄宮市甲東地区周辺、甲山、六甲山な
ど 
活動曜日：主に日曜日 
活動内容：リーダーのサポート 
主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
【ビーバー隊】年⻑-小学 2 年 
10 月：工作＆ミニハイク、秋の七草ハイク 
11 月：バザー、甲山森林公園探索ハイク 
12 月：もちつき、募金＆クリスマス会 
  1 月：新春ハイク＆焼きいも大会、たこあげ 
  2 月：ビーバースケート、ミニハイク 
【カブ隊】小学 2 年-小学 5 年 
10 月：神社清掃・基礎訓練、ポイントハイク 
11 月：バザー、ハイキング 
12 

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 

【事後学
修】 

事後学修（2 月、2 回） 
・全体の現地活動振り返り 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 6: 活動全体のまとめと発表スライド・ポスター
の作成・発表 

予習：全体の現地活動について写真や資料の
整理をしておいてください。 
復習：全体の現地活動の振り返りを行い、発
表スライドとポスターを作成してください。 

【報告会】 

12 月に学内において予定されているサービスラーニ
ング報告会には必ず参加し、発表と質疑応答を行って
ください。（課題 6 の中間まとめを発表してくださ
い。） 

時間外学習：授業時間外にも参加者で相談し
ながら発表準備を進めてください 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL105-
Y03 

2.科目名 
サービスラーニングⅠ 商業施設を軸とした
学園都市の活性化 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 基盤教育 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 制限なし 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 最大 15 名程度。選考を行う。 

17.授業の目的と概要 

本サービスラーニングは、地域に根ざした商業施設が地域社会の活性化にどのように携わる
ことができるのかを学ぶ。 
主な内容は以下の通りである。 
①業界のプロによる経営学・マーケティング論の講義 
②テナントの実態調査 
③近隣のショッピングセンターの調査 
④SNS による魅力発信 
⑤イベント運営 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP1（自律性）、DP2（社会的貢献性）、DP4（問題発見・解決力）、
DP6（専門的知識・技能の活用力）と関連しています。 
①主体的な態度を身につける。 
②社会に貢献できるようになる。 
③課題解決のための提案ができるようになる。 
④ビジネスマナーを身につける。 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 授業の際に指示する 

21.成績評価 

①日報 20％ 
②イベントへの参加 20％ 
③SNS での発信 20％ 
④講義への主体的な取り組みとふりかえりレポート 20％ 
⑤最終報告書 20％ 

22.コメント 
経営者の方々と携わることになる。基本的なビジネスマナーや積極性が求められる。 
イベント時には一般のお客様への対応も発生する。社会人としてのマナーが求められる。 
学生ならではの柔軟な発想が期待されていることに留意すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
SNS での発信についての打ち合わせ 

スケジュールの確認 
SNS での発信方法について考えておくこと 

第 2〜4 回 
5 月下旬 

・事前学習 
・経営の専門家による講義① 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 5〜7 回 
6 月 

・事前学習 
・経営の専門家による講義② 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 8 回 SNS によるキャンペーン情報の発信 ふりかえり 
第 9 回〜第
11 回 

・イベントに関する事前学習 
・イベント運営：縁日 

タイムテーブルの確認 
日誌に記録 



7 月 ・ふりかえり 
第 12 回〜第
13 回 

・イベントに関する事前学修 
・イベントに関する情報発信 

タイムテーブルの確認 

第 14 回〜第
15 回 
10 月 

・イベント運営：ハロウィーン 
・イベントに関する事後学習 日誌に記録 

第 16 回〜第
18 回 

・事前学習 
・経営の専門家による講義③ 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 19 回 SNS による情報発信 ふりかえり 

第 20 回〜第
22 回 

・事前学習 
・経営の専門家による講義④ 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 23〜第 24
回 

・イベントに関する事前学修 
・イベントに関する情報発信 

タイムテーブルの確認 

第 25 回〜第
26 回 
1 月末 

・イベント運営：節分祭 
・イベントに関する事後学習 

日誌に記録 

第 27〜第 28
回 

・全体のふりかえりと事後学習 
・報告書作成 報告書作成 

その他 上記期間中、不定期で調査活動を行う  
 以上合計 90 時間以上  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL203-
Y02 

2.科目名 
サービスラーニングⅡ 茅葺⺠家の保全・活
用の活動を通して 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 共通教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学部・全学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 前向きな姿勢で意欲を持って参加できる者に限ります。 
10 名程度を予定しています。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
このプログラムでは、茅葺き⺠家の保全・活用の活動を通して、歴史文化遺産を取り巻く地
域の社会的背景を学び、歴史文化遺産の保全・活用に関する地域活動に自律的・主体的に関
わることにより、参加者や地域の方々、行政とコミュニケーションを取りながら、社会に能
動的に貢献できる能力を身につけます。  
【概要】 
近年、SDGs の目標 11「住み続けられるまちづくり」において、持続可能な居住地の形成
および文化遺産・自然遺産の保護・保全が指摘され、また歴史文化遺産を活用した観光も注
目を集めています。神⼾市北区には多くの茅葺き⺠家が残っており、「茅葺きを中心とした
まちづくり」が行われ、毎年 11 月には「茅葺き屋根とふれあう月間」として様々なイベン
トが行われています。このプログラムでは、茅葺き屋根の材料を刈り取る茅場での活動や茅
葺き⺠家を活用したイベントに参画します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の DP2「社会に能動的に貢献する
姿勢」の学修に関連しています。 
① SDGs にもとづいて歴史文化遺産の保全・活用の重要性について理解し説明できる。 
② 神⼾市北区の「茅葺きを中心としたまちづくり」の目的と内容について理解し説明でき
る。 
③ 歴史文化遺産の保全・活用に関する地域活動に自律的・主体的に参画することができ
る。 
④ 歴史文化遺産の保全・活用に関する情報発信あるいはイベントなどの計画を立案でき
る。 
⑤ 活動ごとに振り返りを行い、その内容をまとめて 

19.教科書・教材 資料は適宜配布または紹介します。 

20.参考文献 

『よみがえった茅葺きの家』 いるか設計集団編、建築ジャーナル発行 
{NPO 法人 神⼾茅葺きネットワーク,https://ja-jp.facebook.com/NPO 法人-神⼾茅葺きネ
ットワーク-1391615234246189/} 
{神⼾かやぶき古⺠家倶楽部,https://www.kobe-kayabuki.city.kobe.lg.jp} 
{茅葺きを中心としたまちづく
り,https://www.city.kobe.lg.jp/f96104/kuyakusho/kitaku/kekaku/kayamac 

21.成績評価 

課題 1：事前学修 小レポート① 10％ [学習目標①に対応]  
課題 2：事前学修 小レポート② 10％ [学習目標②に対応]  
課題 3：現地学修 活動振り返りワークシート（日報） 10％ [学習目標③に対応]  
課題 4：中間振り返りワークシート  10％ [学習目標⑤に対応] 
課題 5: 歴史文化遺産の保全・活用に関する情報発信あるいはイベントなどの計画立案 20％ 
[学習目標④に対応] 



課題 6：活動全体のまとめと発表スライド・ポスターの作成・発表 40％ [学習目標⑤に対
応] 

22.コメント 
活動の内容やスケジュールは現時点での予定であり、具体的な活動内容やスケジュールは
NPO 法人 神⼾茅葺きネットワークおよび参加学生と調整の上で決定します。 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【事前学
修】 

事前学修（5 月、3 回） 
・サービスラーニングとは 
・SDGs 目標 11 について 
・歴史文化遺産の保全・活用について 
課題 1：小レポート①「歴史文化遺産の保全・活用の
重要性」 
・茅葺きの材料・構法について 
・神⼾市北区の「茅葺きを中心としたまちづくり」に
ついて 
課題 2：小レポート②「茅葺きを中心としたまちづく
りについて」 
・現地活動をする上での注意点について 

予習：事前に資料を読んで事前学修のイメー
ジをつかんでください。 
復習：事前学修の振り返りを行い、小レポー
ト①②にまとめてください。 

【現地活動 
春夏】 

現地活動 
主な活動場所：神⼾市北区道場（神⼾電鉄 道場南口
駅）周辺 
主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
5 月・6 月・7 月：茅場の育成点検と草刈り 
6 月：かやぶき茶話会 運営サポート 
※履修者で調整して参加する活動を決めます。 
課題 3-1：春学期 活動振り返りワークシート（日
報）① 

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 

【中間振り
返り】 
【秋学期の
計画】 

中間振り返り・秋学期の計画（8 月・9 月、2 回） 
・春学期の現地活動振り返り 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 4：中間振り返りワークシート 
・秋学期の活動計画 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 5: 歴史文化遺産の保全・活用に関する情報発信
あるいはイベントなどの計画立案 

予習：春学期の現地活動について写真や資料
の整理をしておいてください。 
復習：春学期の現地活動の振り返りを行い、
秋学期の活動計画を立ててください。 

【現地活動 
秋冬】 

現地活動 
主な活動場所：神⼾市北区道場（神⼾電鉄 道場南口
駅）周辺 
主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
10 月：茅場の育成点検と草刈り、茅葺き材料を用い
た工作イベント 運営サポート 
11 月：「茅葺き屋根とふれあう月間」コンサート等イ
ベント 運営サポート 
2 月：茅場の草刈り・刈取り・⽕入れ 
1 月・2 月・3 月：かやぶき茶話会 運営サポート 
※履修者で調整して参加する活動を決めます。 
課題 3-2：秋学期 活動振り返りワークシート（日

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 



報）② 

【事後学
修】 

事後学修（2 月、2 回） 
・全体の現地活動振り返り 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 6: 活動全体のまとめと発表スライド・ポスター
の作成・発表 

予習：全体の現地活動について写真や資料の
整理をしておいてください。 
復習：全体の現地活動の振り返りを行い、秋
発表スライドとポスターを作成してくださ
い。 

【報告会】 

12 月に学内において予定されているサービスラーニ
ング報告会には必ず参加し、発表と質疑応答を行って
ください。（課題 6 の中間まとめを発表してくださ
い。） 

時間外学習：授業時間外にも参加者で相談し
ながら発表準備を進めてください。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK103-
A51 

2.科目名 老人福祉論 (2020 年度生以前) 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では「加齢」に伴う様々な変化について幅広い視点で理解を進め、超少子高齢社会に
おける諸課題に対し、どのような取組みが行われているのかを具体的に学んでいく。高齢者
保健福祉領域における福祉・保健・医療の各種制度や施策、多元的なサービス供給システム
のあり方、未来の高齢者福祉等について体系的に学んでいく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、社会的貢献性、コミュニケーションスキルの
学修に関連しています。 
①高齢者の特性が説明できる。 
②高齢者を支えるための各種制度がわかる。 
③地域社会におけるこれからの高齢者福祉のあり方を検討できる。 

19.教科書・教材 適宜提示します。 

20.参考文献 
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟編（2021）「最新社会福祉士養成講座 2 
高齢者福祉」中央法規出版、ISBN9784805882450 

21.成績評価 

■経過レポート：15％×2 回（学習目標①②） 
・webclass に提出する 
■最終レポート：40％（学習目標①②③） 
・webclass に提出する 
■ふりかえり：30％（学習目標①②③） 
・学習目標の 3 つの観点に照らし合わせて学びのふりかえりを行う 
・webclass に提出する 

22.コメント 

・老人福祉論は介護概論と同時期に履修することを推奨します。 
・資料の配付や成果物の提出は webclass を使います。 
・毎回グループワークを実施します。 
・パソコン必携です。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

導入 
■授業の進め方や内容、評価の方法について説明を行
う。 
・授業シラバスを持参すること（このシラバスは学び
の文脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファ
イルに添付していつでも参照できるようにしておくこ
と）。 
高齢者の特性① 
■高齢者の社会的理解 
 ・高齢期における生活の変化と適応 
 ・家族と社会関係 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 



 ・社会参加と生きがい 
 ・高齢者の安全と差別 
■高齢者の身体的理解 
 ・加齢に伴う身体機能の変化 
 ・加齢に伴う基礎的運動能力の変化 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

高齢者の特性② 
■高齢者の精神的理解 
 ・高齢者へのイメージ 
 ・高齢者の心理的特徴（精神機能の老化） 
 ・老年期の心の病気 
高齢者の特性③ 
■高齢者の総合的理解（人生における高齢期） 
 ・生涯発達の意味 
 ・高齢者の人生と社会変動（ライフサイクルとライ
フコース） 
 ・死とスピリチュアリティ 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

少子高齢社会と高齢者① 
■少子高齢社会と社会的問題 
 ・少子高齢社会の到来 
 ・少子高齢化の要因 
 ・人口高齢化の地域間格差 
 ・高齢者を取り巻く家族の状況 
少子高齢社会と高齢者② 
■高齢者を取り巻く諸問題 
 ・高齢者の健康問題 
 ・高齢者の介護問題 
 ・高齢者の経済的問題 
 ・高齢者の生活意識の諸問題 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

高齢者保健福祉の発展① 
■高齢者保健福祉の起源と生成（古代から近代） 
 ・高齢者は古来からどのように定義されてきたか 
 ・古代から明治時代、高齢者はどれくらい存在した
のか 
 ・姥捨山伝説と高齢者の遺棄 
 ・老後の生活 
 ・古代から近世への高齢者福祉の歴史 
 ・近代の高齢者福祉 
高齢者保健福祉の発展② 
■高齢者保健福祉制度の発展 
 ・第二次世界大戦後から昭和 30 年代の高齢者保健
福祉（老人福祉法の成立） 
 ・昭和 40〜60 年代の高齢者保健福祉（高齢者保健
福祉施策の転換期） 
 ・平成の高齢者保健福祉（1）（介 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

高齢者支援の法体系① 
■高齢者保健福祉の法体系 
 ・高齢社会対策基本法の概要 
 ・高齢社会対策大綱の概要 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 



■老人福祉法 
 ・老人福祉法成立の経緯 
 ・老人福祉法の構成 
 ・総則の主な内容 
 ・福祉の措置 
 ・老人福祉計画 
 ・有料老人ホーム 
 ・その他の規定 
高齢者支援の法体系② 
■高齢者の医療の確保に関する法律 
 ・成立の背景 
 ・成立までの経緯 
 ・主な内容 
 ・高齢者医療制度をめぐる動向と課題 

・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

高齢者支援の法体系③ 
■高齢者虐待防止法 
 ・高齢者虐待防止法成立の背景 
 ・高齢者虐待防止法の枠組みと特徴 
 ・高齢者虐待防止法と虐待対応の実際 
高齢者支援の法体系④ 
■その他の関係法規 
 ・バリアフリー新法 
 ・高齢者の居住の安定確保に関する法律 
 ・権利擁護と成年後見制度 
 ・社会参加と生涯学習 
 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 
【提出物】 
・経過レポート① 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

介護保険制度の基本的枠組み① 
■介護保険制度の全体像 
■介護保険制度の目的と理念 
 ・介護保険制度の創設 
 ・介護保険制度の目的 
 ・介護保険制度の理念 
 ・介護保険制度改正の背景と方向性 
■保険財政 
 ・介護保険の費用負担構造 
 ・財政安定化基金 
介護保険制度の基本的枠組み② 
■保険者と被保険者 
 ・保険者 
 ・被保険者 
■介護保険制度の最近の動向 
 ・介護人材の確保 
 ・介護の普遍化（被保険者・受給者の範囲をめぐっ
て） 
 ・「2025 年の高齢者介護」は？ 
 ・真の地域ケアを目指して 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

介護保険制度の仕組み① 
■要介護認定の仕組みとプロセス 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ



 ・介護保険給付の対象者 
 ・要介護（要支援）認定のプロセス 
■保険給付 
 ・介護給付・予防給付・市町村特別給付 
 ・指定サービスと特例サービス 
介護保険制度の仕組み② 
■介護報酬 
■地域支援事業 
 ・地域支援事業創設の背景 
 ・地域支援事業の内容 
 ・地域包括支援センター 
 

る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

介護保険制度の仕組み③ 
■介護保険事業計画 
 ・厚生労働大臣が定める基本指針 
 ・市町村介護保険事業計画 
 ・都道府県介護保険事業支援計画 
■サービスの質を確保するための仕組み 
 ・介護サービス情報の公表 
 ・苦情への対応 
 ・介護保険審査会 
介護保険サービスの体系① 
■介護保険サービスにおける専門職の役割と実際 
 ・介護支援専門員 
 ・訪問介護員 
 ・介護職員 
 ・その他の職員 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

介護保険サービスの体系② 
■居宅サービス 
 ・居宅サービス 
 ・住宅改修サービス 
 ・居宅介護支援 
介護保険サービスの体系③ 
■施設サービス 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

介護保険サービスの体系④ 
■介護予防サービス 
 ・介護予防の考え方 
 ・介護予防サービス（予防給付） 
 ・介護予防住宅改修サービス 
 ・介護予防支援 
■地域密着型サービス 
高齢者を支援する組織と役割① 
■行政機関の役割 
 ・国の役割 
 ・都道府県の役割 
 ・市町村の役割 
■指定サービス事業者・国⺠保険団体連合会の役割 
 ・指定サービス事業者の役割 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 
【提出物】 
・経過レポート② 



 ・国⺠保険団体連合会の役割 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

高齢者を支援する組織と役割② 
■地域包括支援センターの組織体系と役割 
 ・地域包括支援センターの目的および設置主体 
 ・市町村の責務 
 ・地域包括支援センター活動の実際 
 ・地域包括支援センターの職員配置 
 ・地域包括支援センター運営協議会 
 ・地域包括ケアと地域包括支援センターの役割 
高齢者を支援する組織と役割③ 
■社会福祉協議会 
 ・高齢者福祉への取組みへのあゆみ 
 ・高齢者福祉事業への社会福祉協議会の取組み 
■ボランティア団体・非営利⺠間活動 
 ・ボランティアとは 
 ・NPO（⺠間非営利組織）とは 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

高齢者支援の方法と実際① 
■高齢者支援の方法① 
 ・高齢者理解の方法 
 ・個人・家族に対する相談援助 
 ・グループを活用した相談援助 
 ・地域を活用した相談援助 
高齢者支援の方法と実際② 
■高齢者支援の方法② 
 ・ケアマネジメント 
 ・介護予防ケアマネジメント 
 ・高齢者支援における留意点 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

高齢者支援の方法と実際③ 
■介護保険法における連携と実際 
高齢者を支援する専門職の役割と実際① 
■専門職の役割と実際 
■専門職による協働（多職種連携） 
 ・チームとは何か 
 ・チームアプローチの展開 
 ・チームアプローチの実際 
 ・チームアプローチ促進の要件 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（270 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（90 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

高齢者を支援する専門職の役割と実際③ 
■専門職の倫理 
 ・専門職と倫理 
 ・社会福祉士の倫理 
 ・介護支援専門員（ケアマネジャー）の倫理 
学びのまとめ 
■これまでの学びのまとめ 
 

【提出物】 
・最終レポート 
・ふりかえり 
・webclass へ投稿 
【今回の復習】 
・学びのまとめをする（360 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK201-
A52 

2.科目名 児童家庭福祉 (教育･保育コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

子どもが、保護の対象から権利の主体として認識される過程を経て、子どもの権利を守るた
めの社会全体のシステムの総称を「児童家庭福祉」と呼ぶ。この児童家庭福祉の理念の実現
のために編み上げられた制度と、そのシステムについて体系的に学ぶ。 
①児童家庭福祉の意義、及び歴史について学ぶ 
②児童家庭福祉に関する法･制度、そして施設体系について理解する 
③児童家庭福祉の現状と課題について考察を深める 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの１）自立性、４）問題発見力・解決力、６）専門
的知識・技能の活用の学修に関連している 
①児童家庭福祉の対象が抱える問題について,科学的な資料をもとに理解し把握できるように
なる。 
②児童家庭福祉の対象は、困難な状況におかれた児童とその家族である。 
  彼らの抱える問題を共感性豊をしっかりと働かせながら理解し、専門性を持って論理的に
問題解決に取り組む姿勢を持てるようになる。 
③児童家庭福祉のサービス体系が理解でき、その現状と課題を理解しながら、問題に応じた
サービスを組み立 

19.教科書・教材 教科書は使用しない（資料配布） 
20.参考文献 適時紹介する 

21.成績評価 

①授業後提出の小レポート （1％×15 回）   １５％・・・学習目標②に対応 
②ワークシート  １０％ ・・・学習目標③に対応 
③時事問題に関するレポート  ２０％・・・学習目標①に対応 
④プレゼンテーション  １５％ ・・・学習目標②③に対応 
⑤総括試験  ４０％・・・振り返りと総括試験 

22.コメント 

 児童家庭福祉の実際をしっかりと考えるために、様々な資料の読み取りができるようにな
ってほしい。そして、確かなバックグランドをもとに思考することで、科学的な判断と行動
が取れるようになる。この基本的な学習態度を大切にしながら、一方で、豊かな共感性をも
とに、児童とその家族を支援することの意味についてしっかりと理解し、「自分にできるこ
と」を考えられるようになってほしい。 

23.オフィスアワー 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 ４限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
＊授業の進め方について 
・授業の進め方や評価の仕方について 
・児童家庭福祉とは何か 

〇子どもの権利についての情報を収集し、次
回授業に持参すること 

第 2 回 

＊子どもの権利  
  ・子どもの権利について理解する 
  ★グループディスカッション 
          持参した資料をもとに、子どもの権利につ

◎グループで、プレゼンに向けた準備を進め
る 
    テーマ A：被虐待児に対して個人とし
て、保育士として何をすべきか、そして公的



いて様々な意見を交換  
   し、その理解を深める 
 ★プレゼンテーション 
  話し合った結果の発表（3 グループ） 

機関は何を変えていくべきか 
〇子どもの虐待に関するニュースのスクラッ
プをする 
 

第 3 回 

＊児童家庭福祉行政のシステム  
＊児童家庭福祉を実施する機関と施設  
児童家庭福祉がそのような施設や機関で、どのような
仕組みの中で行われているのかを学ぶ 

◎グループで、テーマ A のプレゼンに向け
た準備を進める 
〇子どもの虐待に関するニュースのスクラッ
プをする 
             
 

第 4 回 

＊子どもを取り巻く福祉問題  
子どもに関する問題の多様性を知り、その対応に関す
るシステムを知る 
 

◎グループで、テーマ A のプレゼンに向け
た準備を進め）る 
〇子どもの虐待に関するニュースのスクラッ
プをする 
 

第 5 回 

◎グループによるプレゼンテーション 
    テーマ A に関するプレゼンテーションをす
る（3 グループ） 
＊⺟子保健サービスについて 
 ⺟子保健の意義と都のシステムや内容について学ぶ 
 

◎グループで、プレゼンに向けた準備を進め
る 
   ★テーマ B:児童虐待をする親の背景につ
いて考え、個人として、保育士として何がで
きるか、公的機関は何をするべきかについて 
〇これまでの子どもの虐待に関するニュース
のスクラップから感じたことについてレポー
トにまとめる  
 

第 6 回 

◎グループによるプレゼンテーション 
    テーマ A に関するプレゼンテーションをす
る（3 グループ） 
＊保育サービス について知る 
  
 

◎グループで、テーマ B のプレゼンに向け
た準備を進める 
〇子どもの貧困に関するニュースのスクラッ
プをする 
 

第７回 

◎グループによるプレゼンテーション 
    テーマ A に関するプレゼンテーションをす
る（3 グループ） 
＊健全育成サービス について学ぶ 
 ★テーマ A に関する発表資料 Web で提出（全グル
ープ） 

〇子どもの貧困に関するニュースのスクラッ
プをする 
              
◎グループで、テーマ B のプレゼンに向け
た準備を進める 

第８回 

◎グループによるプレゼンテーション 
    テーマ B に関するプレゼンテーションをす
る（3 グループ） 
＊子どもの貧困を VTR をもとに考える 

〇レポート② 
これまでの子どもの貧困に関するニュースの
スクラップに対する感想をレポートに書く   
◎グループで、テーマ C についてプレゼン
に向けた準備を進める 
  テーマ C：子どもの貧困に愛して私たち
にできること、公的機関がしなければならな
い事について 

第９回 

◎グループによるプレゼンテーション 
    テーマ B に関するプレゼンテーションをす
る（3 グループ） 
＊ 一人親家庭への福祉サービスについて学ぶ 

◎グループで、テーマ C に関するプレゼン
に向けた準備を進める 
〇少年非行に関するニュースをスクラップす
る 



★テーマ B に関する発表資料提出（全グループ） 
★レポート②提出 

第１０回 
 
＊要保護児童への福祉サービスについて学ぶ 

 
〇少年非行に関するニュースをスクラップす
る 
◎グループで、テーマ C に関するプレゼン
に向けた準備を進める 

第１１回 

◎テーマ C に関するグループごとのプレゼン（2 グル
ープ） 
＊里親制度の VTR を見て、グループディスカッショ
ンをする 
 

〇少年非行に関するニュースをスクラップす
る（60 分） 

第１２回 

◎グループによるプレゼンテーション 
    テーマ C に関するプレゼンテーションをす
る（3 グループ） 
＊障害児福祉サービス について学ぶ 
★テーマ C に関するプレゼン資料を提出  （全グル
ープ） 
 

〇少年非行に関する記事をスクラップする 

第１３回 
＊少年非行への対応について学ぶ 
＊児童相談所の機能と役割について学ぶ 
 

〇レポート③ 
 これまでの少年非行に関する記事のスクラ
ップに対する感想をレポートにまとめる 
 

第１４回 

＊児童家庭福祉を実施するための機関と予算について
学ぶ 
               
★レポート③Web で提出 

〇振り返りに向けた学習をする 

第１５回 
＊学習の振り返り 
＊総括試験 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK202-
A51 

2.科目名 地域福祉論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科 福祉学専攻 
 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
地域共生社会の実現に向けて、住⺠自身が福祉の主体となり、住み慣れた地域でどのように
すれば、より幸せに暮らしていくことができるのか、地域での福祉の現状やあり方やその援
助方法について学びます。 
【概要】 
地域には、高齢者もいれば、障害者も、児童もといった多様な人々が暮らしています。「社
会的孤立」が叫ばれる今、共に手を取り合い、タテ割りだはなく、領域横断的・包括的に考
えていくことで、「地域共生社会の実現」が必要です。本科目では特に「災害時の支援」を
キーワードに、様々な経験科目や実践と結びつけながら、地域社会の安全安心を守るため
に、どうあるべきか、何ができるのか考えることをとおして地域福祉を学んでいきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は、学習目標は DP の(1)自律性、(2)社会貢献性、(3)多様性理解、(5)コミュニケー
ションスキル の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①現代の地域生活上の福祉課題と、地域共生社会の実現に向けた支援体制について説明でき
る。 
②地域福祉の基本的な考え方、理念、歴史を説明できる 
③地域福祉の多様な主体、推進主体について説明できる 
④地域を基盤としたソーシャルワークの展開について説明できる 
 

19.教科書・教材 社会福祉士養成講座（2021）『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版 

20.参考文献 

相澤譲治・津田耕一・橋本有理子（2021）『新版 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ〔基礎
編】』みらい 
市川一宏・大橋賢作・牧里毎治（2013）『地域福祉の理論と方法 第 2 版』ミネルヴァ書房 
上野谷加代子・松端克史・山縣文治編（2012）『よくわかる地域福祉』ミネルヴァ書房 
岩間伸之・原田正樹著『地域福祉援助をつかむ』有斐閣 
牧里毎治・川島ゆり子・加山弾編著（2017）『地域再生と地域福祉ー機能と構造のクロスオ
ーバーを求めてー』相川書房 
高森 敬久・加納恵子・高田 真治・平野 隆之著（2003）『 地域福祉援 

21.成績評価 

用語確認テスト（随時実施）20 点 
ワークシート 20 点 
プレゼンテーション 20 点 
総括レポート 40 点 
 

22.コメント 
講義形式を基本としますが、DVD 等の活用、グループワーク演習、現場のゲスト講師をお
招きする等し、できるだけ実際の実践や事例を示しながら、実態が理解できるように努めて
いきたいと思いますので、主体的な参加が望まれます。 



23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 
第１回 
第２回 

１．オリエンテーション、授業のルールの確認 
   
    地域福祉とは  
          〇イメージを広げる「私が出会った地域
福祉の場面」  
  
２． コミュニティ、つながり、助け合い について
考える 
 〇私がイメージするコミュニティとは 
 〇いろいろなコミュニティ 
 

〇ワークシート課題の検討/ 
記入（90 分） 
 

10/2 
第 3 回 
第 4 回 
 

３．社会的排除と社会的孤立について学ぶ 
    〇私達の身近に社会的排除はあるか 
  〇社会的孤立はなぜ起こるのか 
          ホームレス支援の活動の事例から学ぶ 
４．自分たちの周りの地域生活課題について考える 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 

10/17 
第５回 
第６回 

５． 地域で活躍する人々と組織（地域福祉の主体）
① 
   〇⺠生委員、児童委員、保護司 
   〇NPO、ボランティア 
   〇当事者組織 
６． 地域で活躍する人々と組織（地域福祉の主体）
② 
   〇NPO,ボランティア 市⺠活動 、社会的起業
など多様なセクター 
   〇地縁組織とアソシエイト型組織 
      〇 尼崎市内、自分の地域にある NPO 等の組
織について調べ、まとめ    る 

〇ワークシートの検討・記入 
（90 分） 
各自 PC 持参 
 

10/24 
第 7 回 
第 8 回 

７．地域で活躍する人々と組織（地域福祉の主体）② 
   〇NPO,ボランティア 市⺠活動 、社会的起業
など多様なセクター 
   〇地縁組織とアソシエイト型組織 
８．社会福祉協議会 
   〇社協の法的位置づけ、歴史 
   〇社協の特徴、意義と役割 
   社会福祉法人 
   〇社会福祉法人の歴史、位置づけ 
   〇今日求められる地域での役割    
 

〇ワークシート課題の検討・記入（９０分） 
各自 PC 持参（社協について調べる） 

10/31 
第 9 回 
第 10 回 

９．地域福祉の課題とその解決に向けた実践について
学ぶ① 
１０．地域福祉の課題とその解決に向けた実践につい
て学ぶ②  
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
ゲスト予定（日程変更の可能性あり。調整の
上後日連絡） 
 

11/7 
第 11 回 

１１．災害と地域福祉①  
   〇真備町の事例から考える 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 



第 12 回 １２．災害と地域福祉② 
   〇大学周辺のフィールドワークについての説明
と検討 

11/14 
第 13 回 
第 14 回 

１３．地域福祉計画 
    〇尼崎市の地域福祉計画、他都市の地域福祉
計画 
    
１４．コミュニティ・ソーシャルワーク 
   〇展開過程の全体像 
   〇ニーズ把握と社会資源（地域アセスメント） 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
各自 PC 持参 
 

11/21 
第 15 回 
第 16 回 

１５．住⺠の主体形成と福祉教育・社会資源の開発① 
   
１６．住⺠の主体形成と福祉教育・社会資源の開発② 
   〇福祉教育のプログラムの作成 
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 

11/28 
第 17 回 
第 18 回 

１７．災害と地域福祉③ 
   〇大学周辺のフィールドワークを行う 
    
１８．災害と地域福祉④ 
   〇大学周辺のフィールドワークを行う  
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
日程は別途メンバーと相談の上実施 
 

12/5 
第 19 回 
第 20 回 

１９．災害と地域福祉⑤ 
   〇実施したフィールドワークを振り返って内容
の検討 
        （「社会調査論Ⅰ」で行った尼崎市につい
てのデータも活用） 
   〇地域アセスメントとしてまとめる  
    
２０．災害と地域福祉⑥ 
   地域アセスメントの内容を共有し、深める 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 

12/12 
第 21 回 
第 22 回 

２１．災害と地域福祉⑦ 
   〇HUG で疑似体験する避難所運営 
２２．災害と地域福祉⑧ 
   〇HUG で疑似体験する避難所運営 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
PC 持参 

12/19 
第 23 回 
第 24 回 

２３．災害支援と地域福祉⑨   
   〇災害ボランティアセンターについて学ぶ 
２４．災害支援と地域福祉⑩  
   〇災害ボランティアセンターについて学ぶ 
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 

1/16 
第 25 回 
第 26 回 

２５．災害支援と地域福祉⑪ 
    
２４．災害支援と地域福祉⑫ 
   
 

PC 持参 

1/23 
第 27 回 
第 28 回 

２７．大学周辺地域における「安全・安心の地域福祉
計画」を考える② 
２８．大学周辺地域における「安全・安心の地域福祉
計画」を考える③ 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
PC 持参 



    〇発表 
    
 

1/30 
第 29 回 
第 30 回 

２９．全体振り返り 
   実践にどう活かす？    
３０．課題レポート作成に向けて 
  
 

PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK202-
A52 

2.科目名 地域福祉論 （2020 年度生以前） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科 福祉学専攻 
 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
地域共生社会の実現に向けて、住⺠自身が福祉の主体となり、住み慣れた地域でどのように
すれば、より幸せに暮らしていくことができるのか、地域での福祉の現状やあり方やその援
助方法について学びます。 
【概要】 
地域には、高齢者もいれば、障害者も、児童もといった多様な人々が暮らしています。「社
会的孤立」が叫ばれる今、共に手を取り合い、タテ割りだはなく、領域横断的・包括的に考
えていくことで、「地域共生社会の実現」が必要です。本科目では特に「災害時の支援」を
キーワードに、様々な経験科目や実践と結びつけながら、地域社会の安全安心を守るため
に、どうあるべきか、何ができるのか考えることをとおして地域福祉を学んでいきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は、学習目標は DP の(1)自律性、(2)社会貢献性、(3)多様性理解、(5)コミュニケー
ションスキル の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①現代の地域生活上の福祉課題と、地域共生社会の実現に向けた支援体制について説明でき
る。 
②地域福祉の基本的な考え方、理念、歴史を説明できる 
③地域福祉の多様な主体、推進主体について説明できる 
④地域を基盤としたソーシャルワークの展開について説明できる 
 

19.教科書・教材 社会福祉士養成講座（2021）『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版 

20.参考文献 

相澤譲治・津田耕一・橋本有理子（2021）『新版 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ〔基礎
編】』みらい 
市川一宏・大橋賢作・牧里毎治（2013）『地域福祉の理論と方法 第 2 版』ミネルヴァ書房 
上野谷加代子・松端克史・山縣文治編（2012）『よくわかる地域福祉』ミネルヴァ書房 
岩間伸之・原田正樹著『地域福祉援助をつかむ』有斐閣 
牧里毎治・川島ゆり子・加山弾編著（2017）『地域再生と地域福祉ー機能と構造のクロスオ
ーバーを求めてー』相川書房 
高森 敬久・加納恵子・高田 真治・平野 隆之著（2003）『 地域福祉援 

21.成績評価 

用語確認テスト（随時実施）20 点 
ワークシート 20 点 
プレゼンテーション 20 点 
総括レポート 40 点 
 

22.コメント 
講義形式を基本としますが、DVD 等の活用、グループワーク演習、現場のゲスト講師をお
招きする等し、できるだけ実際の実践や事例を示しながら、実態が理解できるように努めて
いきたいと思いますので、主体的な参加が望まれます。 



23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/26 
第１回 
第２回 

１．オリエンテーション、授業のルールの確認 
   
    地域福祉とは  
          〇イメージを広げる「私が出会った地域
福祉の場面」  
  
２． コミュニティ、つながり、助け合い について
考える 
 〇私がイメージするコミュニティとは 
 〇いろいろなコミュニティ 
 

〇ワークシート課題の検討/ 
記入（90 分） 
 

10/2 
第 3 回 
第 4 回 
 

３．社会的排除と社会的孤立について学ぶ 
    〇私達の身近に社会的排除はあるか 
  〇社会的孤立はなぜ起こるのか 
          ホームレス支援の活動の事例から学ぶ 
４．自分たちの周りの地域生活課題について考える 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 

10/17 
第５回 
第６回 

５． 地域で活躍する人々と組織（地域福祉の主体）
① 
   〇⺠生委員、児童委員、保護司 
   〇NPO、ボランティア 
   〇当事者組織 
６． 地域で活躍する人々と組織（地域福祉の主体）
② 
   〇NPO,ボランティア 市⺠活動 、社会的起業
など多様なセクター 
   〇地縁組織とアソシエイト型組織 
      〇 尼崎市内、自分の地域にある NPO 等の組
織について調べ、まとめ    る 

〇ワークシートの検討・記入 
（90 分） 
各自 PC 持参 
 

10/24 
第 7 回 
第 8 回 

７．地域で活躍する人々と組織（地域福祉の主体）② 
   〇NPO,ボランティア 市⺠活動 、社会的起業
など多様なセクター 
   〇地縁組織とアソシエイト型組織 
８．社会福祉協議会 
   〇社協の法的位置づけ、歴史 
   〇社協の特徴、意義と役割 
   社会福祉法人 
   〇社会福祉法人の歴史、位置づけ 
   〇今日求められる地域での役割    
 

〇ワークシート課題の検討・記入（９０分） 
各自 PC 持参（社協について調べる） 

10/31 
第 9 回 
第 10 回 

９．地域福祉の課題とその解決に向けた実践について
学ぶ① 
１０．地域福祉の課題とその解決に向けた実践につい
て学ぶ②  
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
ゲスト予定（日程変更の可能性あり。調整の
上後日連絡） 
 

11/7 
第 11 回 

１１．災害と地域福祉①  
   〇真備町の事例から考える 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 



第 12 回 １２．災害と地域福祉② 
   〇大学周辺のフィールドワークについての説明
と検討 

11/14 
第 13 回 
第 14 回 

１３．地域福祉計画 
    〇尼崎市の地域福祉計画、他都市の地域福祉
計画 
    
１４．コミュニティ・ソーシャルワーク 
   〇展開過程の全体像 
   〇ニーズ把握と社会資源（地域アセスメント） 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
各自 PC 持参 
 

11/21 
第 15 回 
第 16 回 

１５．住⺠の主体形成と福祉教育・社会資源の開発① 
   
１６．住⺠の主体形成と福祉教育・社会資源の開発② 
   〇福祉教育のプログラムの作成 
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 

11/28 
第 17 回 
第 18 回 

１７．災害と地域福祉③ 
   〇大学周辺のフィールドワークを行う 
    
１８．災害と地域福祉④ 
   〇大学周辺のフィールドワークを行う  
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
日程は別途メンバーと相談の上実施 
 

12/5 
第 19 回 
第 20 回 

１９．災害と地域福祉⑤ 
   〇実施したフィールドワークを振り返って内容
の検討 
        （「社会調査論Ⅰ」で行った尼崎市につい
てのデータも活用） 
   〇地域アセスメントとしてまとめる  
    
２０．災害と地域福祉⑥ 
   地域アセスメントの内容を共有し、深める 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 

12/12 
第 21 回 
第 22 回 

２１．災害と地域福祉⑦ 
   〇HUG で疑似体験する避難所運営 
２２．災害と地域福祉⑧ 
   〇HUG で疑似体験する避難所運営 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
PC 持参 

12/19 
第 23 回 
第 24 回 

２３．災害支援と地域福祉⑨   
   〇災害ボランティアセンターについて学ぶ 
２４．災害支援と地域福祉⑩  
   〇災害ボランティアセンターについて学ぶ 
 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
 

1/16 
第 25 回 
第 26 回 

２５．災害支援と地域福祉⑪ 
    
２４．災害支援と地域福祉⑫ 
   
 

PC 持参 

1/23 
第 27 回 
第 28 回 

２７．大学周辺地域における「安全・安心の地域福祉
計画」を考える② 
２８．大学周辺地域における「安全・安心の地域福祉
計画」を考える③ 

〇ワークシート課題の検討・記入（90 分） 
PC 持参 



    〇発表 
    
 

1/30 
第 29 回 
第 30 回 

２９．全体振り返り 
   実践にどう活かす？    
３０．課題レポート作成に向けて 
  
 

PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK203-
A51 

2.科目名 公的扶助論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道中 隆 

5.授業科目の区分 

展開科目 
保健と福祉、行政分野
における実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義を中心に社会事象の問題や課題を 
グループディスカッションし、学生の意
見、プレゼン等アクティブラーニングを行
う。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

世界同時不況以降の経済、雇用情勢の悪化により生活保護(公的扶助)の様相は一変した。雇
用のビックバンや保険原理を中心とする年金・医療・介護等の一次的セーフティネットのほ
ころびが顕在化し安心社会に警鐘がならされている。循環型市場経済のもとで、規制緩和等
が推し進められ、終身雇用制や年功序列の賃金体系は崩壊した。コロナ禍において、多様化
した柔軟型雇用、非正規雇用や派遣労働な推し進められ「働き方」「働かせ方」のあり方が
問われている。 
   貧困の格差が拡大する中、働いても生活が困難なボーダーライン層やワーキングプアが
最後のセーフティネットである生活保護に参入し生活保護受給者が増加している。救貧機能
の二次的セーフティネットの役割を生活保護が担っている。生活保護のしくみを理解すると
ともに、急増する保護動向による自治体財政、自立支援のあり方、保護の実地体制などの影
響や課題について議論したい。適宜、社会事象をとりあげ生活困窮世帯の自立支援につい
て、政策的課題として認識を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○自分の価値観と異なる価値観、双方の社会的・文化的背景に関心を持ち、違いがあること
を受け入れることができる →生活保護制度の原理・原則等しくみを理解し、貧困の理解を
深め、新聞等の社会事象から政策上の課題形成能力を高める。 
○相手の感情、思考、行動を理解するために、その人の立場にたって考えることができる→
要援護者の支援のための援助技術を理解することができる。 
○授業の展開の中で、福祉事務所の設立経緯と機能、社会福祉主事について理解する。また
事象の課題を見出し、論理的に説明できる能力を育てる。貧困の固定化や世 

19.教科書・教材 

①最新社会福祉士養成講座(2021) 『4 貧困に対する支援』,中央法規 
②道中隆(2016)   『第 2 版 生活保護の面接必携ー公的扶助ケースワーク実践Ⅰ』Practical 
Social  Work  
  Series, ミネルヴァ書房 

20.参考文献 

・道中隆(2012) 『生活保護と日本型ワーキングプアー貧困の固定化と世代間継承』 ミネル
ヴァ書房 
・道中隆(2012) 『生活保護のスーパービジョンー公的扶助ケースワーク実践Ⅱ』, ミネルヴ
ァ書房 
・道中隆(2016) 『第 2 版 貧困の世代間継承ー社会的不利益の連鎖を断つ』 晃洋書房 
・生活保護制度研究会(2021)『令和 3 年度版 保護のてびき』第一法規 

21.成績評価 
①小課題・ミニコメント(6 回)= 20% (社福士国家試験の過去問、教科書、授業中の資料など
から設題) 
②ワーク等ワークシート(4 回)= 20% 



③レポート= 20%  
④総括試験= 40%  
評価は上記①〜④の積算方式によって総括評価を行う 

22.コメント 

■事例や事象等についての研究・考察 6 回 (うち 3 回はグループで検討) 
・アサイメントを提出した翌週の授業で意見を発表。ワークシートを提出する 
・検討・考察時には他の人と積極的に意見交換することが望ましい。ワークシートは各個人
がまとめる  
■レポート課題: 『 『生活困窮者を巡る自立支援の課題について』 3,000 字 提出 
   (参考書をよく読んで論述すること) 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回 
9/26】 

オリエンテーション 
(講義の概要、授業の進め方とテキストの使い方など) 
第１章 公的扶助の概念 
生活困窮世帯を取り巻く背景と現在の動向 

★シラバスと教科書★を必携 
・小田原市福祉事務所の生活保護 CW ジャ
ンバー事件を調べてくる(2017.1 新聞等掲
載)。 
 

【第 2 回 
10/3】 

第 1 章公的扶助の概念・・・・・・・・①教科書
pp1-16 
第１章 生活保護制度の概要・・・・・②教科書 pp2-
6 
   「比較のなかの福祉国家」報告と議論 
    貧困の概念、貧困とは何か 
 小田原市福祉事務所考えてみよう! 『DVD 生活保
護 CW ジャンバー事件』 
《小課題・ミニコメントⅠ》 

○保護の補足性について調べてくる(120
分)。 
 小野市福祉給付金監視条例について調べて
くる (60 分)。 
 《小テストⅠ》の実施 

【第 3 回 
10/17】 

第 2 章 貧困の概念と貧困状態にある人の生活実態と
これを取り巻く社会環
境・・・・・・・・・・・・・・①教科書 pp.17-40 
  『小野市福祉給付金監視条例』をめぐる論点整理 
ワーク       
第 2 章 窓口面接の実際・・・・・②教科書 pp.14-22 
    DVD 面接相談員の基本的態度(こころに寄り添
う面接) 
     貧困の要因と低所得者問題 
      [ワーク①] 
    事例について研究・考察し、グループで意見交
換、グループで発表する 

解説による重要事項の整理 
・ホームレスの実態について調べてくる  
・扶養義務について調べてくる 

【第 4 回 
10/24】 

第 3 章 貧困の歴史・・・・・・・・・・・・・①教
科書 pp.42-64 
第 8 章 ホームレスの人の処遇の実際・・・・・②教
科書 pp.168-188 
       [ワーク②] 
    グループで意見交換、グループで発表する 
    効果的な面接の方法 
  DVD 扶養義務をめぐる課題 

○生別⺟子四人世帯の最低生活費を算定す
る。(120 分) 

【第 5 回 
10/31】 

第 4 章 生活保護制度−その 1 
第 1 節 生活保護制度・・・・・・・・・・・①教科
書 pp.65-109  

各自がワークシート②にまとめて次回提出
(120 分) 
 



第 2 節 保護の動向 ・・・・・・・・・・・①教科
書 pp.110-122  
    生活保護法の構成 
    福祉事務所の体制 
  福祉事務所の成立と展開、社会福祉主事 
   ◎第 4・5 回授業の学修をもとに事例検討 
〇演習 
  最低生活費の計算−生別⺟子四人世帯の保護費の
算定 
〇NHK 『保護基準の引き下げ』 論説 
第 1 章 生活保護制度の概要 
  第 2 節相談窓口での基本的態度・・・・・②教
科書 pp.7-9 

【第 6 回 
11/7】 

第 4 章 生活保護制度のしくみーそのⅡ 
  生活保護法の目的と原理、原則・・・・・①教科書
pp.62-70 
  扶養義務(法第 4 条補足性)・・・・・・・・・②教
科書 pp.4-9 
   
   解説による重要事項の整理 
  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ②の発表、ワークシート提出 
    [ワーク③] 
  事例について研究・考察しグループで意見交換し
発表する 
《小課題・ミニコメントⅡ》 

《小テストⅡ》の実施 
○これまでの授業の復習をしておくこと
(180 分)  
 

【第 7 回 
11/14】 

第 5 章 生活保護制度のしくみーそのⅢ 
   保護の種類と内容および方法・・・・・①教科書
pp.71-84 
   保護施設・・・・・①教科書 pp.85-87 
第 2 章窓口の実際 
   第 2 節面接相談と保護の申請から決定ま
で・・・・・②教科書 pp.71-84 
《小課題・ミニコメントⅢ》   
   解説による重要事項の整理 

○これまでの授業の復習をしておくこと
(180 分) 
・被保護者の権利および義務について調べて
くる 
《小テストⅢ》の実施 
 

【第 8 回 
11/21】 

第 5 章 生活保護制度のしくみーそのⅣ 
   被保護者の権利および義務 ・・・・・①教科書
pp.88-89 
   不正・不適正対策 ・・・・・①教科書 pp.90-92 
第３章 受給⺟子世帯の社会的不利益・・・・・・・ 
参考書 pp.30-55 
《小テストⅣ》 
   解説による重要事項の整理 
    [ワーク④] 
   事例について研究・考察し、グループで意見交換
し発表する 
  ◎第 7・8 回授業の学修をもとに事例検討  
《小課題・ミニコメントⅣ》 

各自がワークシート④にまとめて翌週提出
(180 分) 
《小テストⅣ》の実施 

【第 9 回 第 5 章最低生活保障水準と生活保護基準・・・・・ ○次回予習として、教科書をよく読んでわか



11/28】 ①教科書 pp.102-118 
   最低生活保障水準の考え方 
  生活保護基準の考え方 
  生活保護基準額の実際・・・・・②教科書
pp.314-326  
第 6 章生活保護の動向・・・・・①教科書 pp.124-
149 
   被保護人員および被保護世帯数 
  保護の開始・廃止の動向 
  医療扶助・介護扶助の動向 

らないところや疑問点をチェック(120 分) 

【第 10 回 
12/5】 

 ○保護の実施機関 
  社会福祉法、生活保護法 
第 7 章 低所得者対策の概要・・・・・①教科書
pp.150-183 
    生活困窮者自立支援法 
第 12 章自立支援プログラムの実際・・・・・②教科
書 pp.240-249 
第 5 章 ホームレスの就労自立支援・・・・・②教科
書 pp.77-109 
   低所得者、ホームレス、貧困層への自立支援 
  生活福祉資金貸付制度、住宅給付金制度、ワンス
トップサービス 
  解説による重要事項の整理 
 ＊ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ④の発表、ワークシート提出 
《小課題・ミニコメントⅤ》 

○これまでの授業の復習をしておくこと。
(180 分) 
《小テストⅥ》の実施  
 

【第 11 回 
12/12】 

第 8 章 生活保護の運営実施体制と関係機関・団体 
  国・都道府県・市町村の役割・・・①教科書
pp.184-191 
  福祉事務所の役割・・・・・・・・・・・①教科
書 pp.192-195 
  福祉事務所専門職の役割・・・・・①教科書
pp.196-197 
   解 説による重要事項の整理 
《小課題・ミニコメントⅥ》 

○これまでの授業の復習をしておくこと。
(180 分) 
《小テストⅥ》の実施  
 

【第 12 回 
12/19 

PW 作成ー生活保護制度のしくみ①ー 
第 9 章 貧困・低所得者に対する相談援助活
動・・・・・①教科書 pp.189-213 
第 10 章生活保護における自立支
援・・・・・・・・・・・①教科書 pp.228-246 
■最終レポート課題 ■ 
    『生活困窮者を巡る自立支援の課題について』 
3,000 字 提出 
    (参考書をよく読んで論述すること) 

★レポート提出★ 

【第 13 回 
1/17】 
 

《補講》 6 限実施 
PW 作成ー保護制度のしくみ②ー 
第 10 章 生活保護における自立支援・・・・・①教
科書 pp.215-234 
第 6 章 生活保護等の不正受給の現状と課

各自ワークシート⑤にまとめて翌週提出
(180 分) 
?パソコン持参? 



題・・・・・参考書 pp.110-124   
第 7 章 不正受給の社会経済的影響・・・・・参考書
pp.125-131 
生活保護の行財政と制度改革 
   自治体の財政と今後の課題 
   [ワーク⑤] 
  事例について研究・考察し、グループで意見交
換、グループで発表する 
   ◎授業の学修をもとにグループで事例検討 

【第 14 回 
1/24】 

PW 作成ー保護制度のしくみ③ー 
  これからの公的扶助 
第 8 章 生活保護制度改革の視点と課
題・・・・・・・参考書 pp.132-139 
  制度改革の視点 
  ＊ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの発表、ワークシート提出 
   [ワーク⑥] 
  事例について研究・考察し、グループで意見交
換、グループで発表 
 ■■総括試験■■ 

★PW データとペーパー★ 
・PW によるプレゼン 
■■総括試験■■ 実施 
 

【第 15 回 
1/31】 
 

全体のまとめ 
ふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK206-
Y51 

2.科目名 福祉社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 本授業の目的は福祉について社会学的に捉えることにある。福祉は高齢者のためのもの、
といった理解があるかもしれないが、誰にとっても必要な事柄である。 
 ではなぜ福祉が必要なのか。それは誰もが支えなくてはならないものなのか。社会の基盤
というのはいったいどういうことなのか。 
 そこで本授業では福祉について受講者にとって身近な問題から考える。そして社会におけ
る福祉の意義や意味について議論する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP のうち「社会的貢献性」「多様性理解」「問題発見・解決力」と結びついてい
る。 
学修目標は以下の通りである。 
（１）福祉の社会課題を具体的に提示することができる（問題発見・解決力） 
（２）福祉における多様なアクターについて説明することができる（多様性理解） 
（３）福祉の社会課題を社会学的に説明することができる（問題発見・解決力） 
 

19.教科書・教材 適時提示する 
20.参考文献 適時提示する 

21.成績評価 
（１）ディスカッションペーパー（毎回）・・・30% 
（２）問題発見ペーパー（５回）・・・30％ 
（３）課題レポート・・・40% 

22.コメント 
福祉について考えることは私たちにとって遠く離れたことのように思えます。ですが私たち
の日常に溢れていることがらです。これらをみなで議論することが本授業で取り組むことで
す。 

23.オフィスアワー 後日追記します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
福祉とはなにか 
福祉と社会の関係について学ぶ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（１）を記入する。 

第 2 回 福祉と社会を考える 
福祉に関わる社会的組織、人材を知る 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 3 回 
福祉と日本社会（１） 
戦後の福祉政策までを概観する 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 4 回 
福祉と日本社会（２） 
現在の福祉の政治状況について概観する 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（２）を記入する。 

第 5 回 
福祉は必要か？（１） 
福祉に対する批判・異議申し立てについて考える 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 6 回 福祉は必要か？（２） 
将来の福祉について考える。 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 7 回 福祉と社会理論（１） 
シャドウ・ワーク、福祉レジーム論、ケア 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（３）を記入する。 



第 8 回 
福祉と社会理論（２） 
シティズンシップと外国人 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 9 回 
福祉と社会理論（３） 
障害者と社会モデル 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（４）を記入する。 

第 10 回 社会福祉と当事者（１） 
当事者に寄り添った福祉は可能か？ 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 11 回 
社会福祉と当事者（２） 
当事者に寄り添った福祉団体。 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 12 回 
福祉の実際（１） 
地域福祉と地域包括ケア（高齢者福祉） 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：問題発見ペーパー（５）を記入する。 

第 13 回 
福祉の実際（２） 
地域福祉と生活保護（社会保障） 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：配布資料の予習。 

第 14 回 福祉の実際（３） 
地域と児童福祉（子どもの福祉） 

復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 

第 15 回 まとめー社会と福祉の関係を考える 復習：授業の復習及び授業ノートの整理。 
予習：地域課題レポートの作成。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK302-
A51 

2.科目名 福祉サービスの組織と経営 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⽵元志保 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 従来の福祉サービスは、主に篤志家の寄付と篤志家及び家族の献身的な労働力に支えら
れ、公的な助成と行政の規制のもと、画一的に提供されていました。画一的という表現は、
ややマイナスな印象を与えるかもしれませんが、我が国の社会福祉の発展過程において、そ
の時代に最適な方法をとった結果であると表現することもできるでしょう。 
 しかし、医療の発展や少子高齢社会の到来により、福祉サービスのニーズは増加し、それ
は単なる量の変化ではなく質の変化を伴うものでした。その結果、社会福祉制度を根幹から
改革しなければならない時代が到来し、社会福祉基礎構造改革、介護保険制度の創設、障害
者自立支援法（現在の障害者総合支援法）、新しい子育て支援の考え方など、福祉サービス
のシステムを見直すことになりました。 
 そしてこのようなシステムの変化にあわせて社会福祉法人の組織や経営のあり方や、そこ
で実際に働く「人」に求められる資質も変化しています。また、そこで働く「人」は初任者
から中堅になり、そして組織の中核的な役割を担う人材として成⻑することが求められま
す。 
 この講義では、上記のような時代に変化に基づき、福祉サービス提供主体の組織と経営の
あり方を考えつつ、そこで働く「人」を支える法律や育てるための制度及びその関係領域を
扱います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

?時代の変化に応じた「社会福祉」の役割の変化、それに伴う社会福祉サービスの提供主体
に求められる役割の変化を理解できる 
②福祉サービスにかかわる組織や団体について理解できる 
③組織における戦略、管理運営、集団力学の作用、リーダーシップ論について理解できる 
④福祉サービスの質を向上させる仕組みを理解できる 
⑤これまでの学修で得た知識や価値観を通して、組織の中で働く自分をイメージし、仕事が
円滑に進むために必要な能力や、自分自身で伸ばしたいスキルなどを具体的にイメージでき
るようになる 
⑥?〜⑤の学びを通して、社会 

19.教科書・教材 
新・社会福祉士養成講座『福祉サービスの組織と経営』社会福祉士養成講座編集委員会編 
中央法規 

20.参考文献 講義内で適宜指示する 

21.成績評価 
?講義後の課題提出（40％） 
②小テスト２回実施（20％） 
③レポート２回提出（40％） 

22.コメント 

・毎回提出していただく課題の内容は、次回の講義で共有し、意見を出し合います。 
・検討・考察時には、他の人と積極的に意見交換をするように努めてください。 
・最新のニュース等をご覧になると、理解が深まります。関連するニュースなどは講義内で
も紹介しますが、日ごろからニュース等にも関心を持ちましょう。 

23.オフィスアワー 金曜日の１限終了後に、教室で皆さんからの質問等に対応いたします。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 

ガイダンスー講義全体の流れと授業の方法ー 
福祉サービスにおける組織・経営 
福祉サービスと制度 
 

シラバスをみて、どのようなことを扱う科目
なのか確認し、テキストに目を通す（60
分） 
基礎構造改革以前と以後の福祉サービスの変
化について調べる（60 分） 

第２回 

福祉サービスにかかわる組織や団体 
社会福祉法人 
NPO 法人 
その他の団体 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
福祉サービスにおける市場原理と社会福祉法
人の意義について考えをまとめる（60 分） 
 

第３回 
市場原理（競争の原理）と社会福祉サービス 
社会福祉法人の意義 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
経営における戦略や事業計画についてテキス
トや文献を調べ、整理する（60 分） 

第４回 
福祉サービス提供主体における経営戦略と事業計画 
目標達成と成果 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
ピラミッド式と逆ピラミッド式と呼ばれる組
織の特徴について、テキストを参考にしなら
整理する（60 分） 

第５回 
組織構造と組織原則 
管理運営の基礎理論 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
モチベーションを維持するために必要なこと
は何か、テキストや文献を参考にしてまとめ
る（60 分） 

第６回 
集団の力学に関する基礎理論 
集団とモチベーション 
集団の負の側面 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
どのようなリーダーのもとで働きたいか、ど
のようなリーダーになりたいか、具体的にイ
メージして考え、要点を整理する（60 分） 

第７回 

小テスト実施（１回目） 
リーダーシップに関する基礎理論 
福祉サービス組織におけるリーダーシップのあり方に
ついてグループで討議する（その際、そのようなリー
ダーを組織で育てていくためにはどのような視点が不
可欠化も広く考えること）。 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
福祉サービス提供主体における人材育成に必
要な視点は何か整理する（レポート１回
目）。 

第８回 

レポート提出（１回目） 
福祉サービスの管理運営の方法 
福祉とサービス 
サービスの価値 
品質のマネジメント 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
サービスの質の向上を目指してどのような制
度が導入されているか、テキストや文献を調
べてまとめる（60 分） 

 

サービスの質の向上 
なぜ質の評価システムが導入されたのか 
福祉サービスの第三者評価制度 
自己評価・第三者評価の実際 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
?社会福祉サービスを利用するにあたり（皆
さん自身あるいは家族、友人も含めて）、皆
さんがサービス提供事業者に対して不満を感
じたことはないか②実習先などで利用者や家
族等からあがった苦情等について見聞きした
ことはなかったか を思い返し、苦情に対し
どのような対応が必要か考えをまとめる。 

 
苦情対応とリスクマネジメント 
リスクマネジメントとは何か 
リスクマネジメントの方法 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
自身のキャリアについて考え、どれくらいの
年齢でどのような仕事ができるようになって
いたいか（あるいはどのような立場で仕事を
したいか）などを具体的にイメージしてまと



める（60 分）。 

 福祉サービスにおける人事・労務管理 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
バーンアウトを防ぎ、やりがいを感じながら
仕事を続けるために、福祉サービスの提供者
における人材育成のあり方について考えをま
とめる（60 分） 

 福祉サービスにおける人材育成 
前回の講義の復習・見直し（60 分） 
社会福祉法人に関する会計管理と財務管理に
該当するテキストを読む（60 分） 

 

福祉サービスの管理運営の方法 
社会福祉法人の経営と財務管理・資金の流れ 
社会福祉法人の財務管理の目的 
社会福祉法人における会計制度 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
介護サービスの情報の公表制度について調
べ、第三者評価制度との違いを整理する
（60 分） 

 
情報化社会と福祉サービス 
情報の活用 
個人情報の保護と情報開示 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
次週の小テストとレポート提出の準備を行
う。 

 

小テスト実施（２回目） 
レポート提出（２回目） 
総括 
今後の社会福祉サービス提供事業所のあり方 
福祉サービス提供事業所における人材育成のあり方 
今後の展望と課題 
 

福祉サービス提供事業所における「質の向
上」と「職員のモチベーションの維持」の両
立についてレポートを作成する（レポート２
回目）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK304-
A51 

2.科目名 更生保護制度 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川端 英樹 

5.授業科目の区分 

展開科目／更生保護行
政分野における実務経
験のある教員による授
業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】社会福祉の専門職として活動する際に必要な更生保護制度についての知識を習得す
るとともに、実際に展開されている更生保護の諸活動の要点・特色についても理解すること
を目的とします。 
  
【概要】近年、更生保護制度の下で活動する社会福祉士や精神保健福祉士が増えており、ま
た、社会福祉従事者と保護観察官や保護司などの更生保護従事者とが連携して活動する機会
も増えています。 
 一方、更生保護制度は、過去に非行があった少年や罪を犯した成人が、立ち直って、社会
の一員として復帰することを助ける制度であり、安全・安心の社会づくりの一翼を担うもの
です。 
 この科目では、実際に展開されている更生保護の諸活動に即しながら、社会福祉士の資格
を取得しようとする学生を中心としつつも広く福祉学専攻の学生に対して、教養として知っ
ておくべき更生保護の基礎について解説します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢
（社会的貢献性）の学修に関連しています。即ち、社会福祉従事者として社会の動向をふま
え、福祉の現場において必要とされる実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある
行動をとることができるようになるため、近年、社会福祉との関係が深まっている更生保護
について、必要な知識が得られます。 
 本科目の学習目標は次のとおりです。 
①社会福祉における「安全・安心の社会づくり」の重要性について説明できるようになる。 
②「安全・安心の社会づ 

19.教科書・教材 新・社会福祉士養成講座 第４版 20 更生保護制度 [編集]社会福祉士養成講座編集委員
会、中央法規 

20.参考文献 
１ 適宜、資料を配付します。 
２ 関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 
■レポート     50％ 
■総括試験     50％ 

22.コメント 

 「更生保護制度」は社会福祉士国家試験の試験科目です。在学中の国家試験合格を目指す
人のために、過去問についても解説します。また、社会福祉士でなくても社会福祉の仕事を
する上で、更生保護について予備知識を持ち理解を深めておくことはプラスになります。さ
らに、社会福祉従事者でなくても「安全・安心の社会」で生活するために、社会人の教養と
して更生保護について知っておくことはプラスになります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション 教材及び配付資料などによる予習、復習 



１ 更生保護とは 
  法務省企画による DVD ビデオ(22 分)を鑑賞し、
更生保護の概略を  
 イメージする 
２ 福祉学専攻の学生が「更生保護制度」を学ぶ意義 
 ① (社会人として) 
   安全・安心の社会とは 
   犯罪のない社会とは 
   再犯防止とは 
 ② (社会福祉従事者として) 
   社会福祉と更生保護はどのように関係している
のか 
 ③ (社会福祉士として) 
   新しい社会福祉士の活躍の場〜保護観察所、地
域生活定着支援 
  センター、刑務所、少年院、検察庁など 

第 2 回 
１ 刑事司法の中の更生保護 
２ 仮釈放 
３ 生活環境の調整 

教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 3 回 
１ 保護観察 
２ 更生緊急保護 

教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 4 回 
１ 更生保護における犯罪被害者施策 
２ 恩赦 
３ 犯罪予防活動 

教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 5 回 

１ 保護観察官 
２ 保護司 
３ 更生保護施設 
４ ⺠間協力者 

教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 6 回 

１ 裁判所とのかかわり 
２ 検察庁とのかかわり 
３ 矯正施設とのかかわり 
４ 児童相談所とのかかわり 
５ 公共職業安定所・福祉事務所等とのかかわり 
６ ⺠間団体とのかかわり 

教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 7 回 

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

教材及び配付資料などによる予習、復習 
レポート作成 

第 8 回 保護観察官の業務の実際 
レポート提出 
教材及び配付資料などによる予習、復習 
 

第 9 回 社会復帰調整官の業務の実際 教材及び配付資料などによる予習、復習 
第 10 回 更生保護の今後の展望 教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 11 回 
更生保護施設 和衷会(大阪市北区) 見学 
  案内 施設⻑ 國府 実 氏 (予定) 
 注 見学に関しては、状況により変更になることが

教材及び配付資料などによる予習、復習 



あります。 

第 12 回 １ 社会福祉士国家試験について 
２ 社会福祉士国家試験の過去問の解説 

教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 13 回 社会福祉士国家試験の過去問の解説 教材及び配付資料などによる予習、復習 

第 14 回 
１ 法務省専門職員(人間科学)採用試験について 
２ 社会福祉士国家試験の過去問の解説 
 

教材及び配付資料などによる復習 

第 15 回 
総括試験 60 分 
解説   30 分 教材及び配付資料などによる復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK305-
A51 

2.科目名 スクールソーシャルワーク論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄野緑 

5.授業科目の区分 選考選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育学科、教育福祉学科 9.履修学年 3 年・4 年 

10.取得資格の要件 スクールソーシャルワーク
養成課程認定 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】この講義では、スクールソーシャルワークを学校で実践するために、必用な知識、
理論、価値を身につけることを目的とする。 
【概要】具体的には、現在の子どもや学校の状況およびスクールソーシャルワークで扱う具
体的な事象（いじめ、不登校、虐待、非行、発達障害、学級崩壊等）について取りあげ、支
援をするにあたって、その背景まで多面的に考察・分析しながら、 
子どもの最善の利益を念頭に置きながら、チーム学校としてできること、チーム学校の一員
としてスクールソーシャルワーカーができることを考える。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（3）多様性理解、（4）問題発見・解決力の学修に関連していま
す。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
① 小中学生をめぐる子どもや家庭や学校の状況を知り、説明できる。 
② 学校の現状と課題、チーム学校についての理解が深まり、説明できる。 
③ 学校で起こる生徒指導上の課題（不登校、虐待、DV、発達障害、貧困やひとり
親、非行、問題行動・いじめ、学級崩壊）について、現状と課題を列挙できる。 
④ ③の現状や課題と支援方法を関連づけることができる。 
⑤ スクールソーシャルワークとは何かを理解し 

19.教科書・教材 
大塚美和子・⻄野緑・峯本耕治編（2020）『「チーム学校」を実現するスクールソーシャルワ
ーク』,明石書店． 

20.参考文献 

⻄野緑（2018）『子ども虐待とスクールソーシャルワーク チーム学校を基盤とする「育む
環境」の創造』，明石書店． 
川村隆彦（2011）『ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ』，中央法規 
山下英三郎・内田宏明・牧野晶哲編（2012）『新・スクールソーシャルワーク論』，学苑社． 
 

21.成績評価 

①授業中の発言や質問 5％ 
②授業のまとめ（毎回）＝15％（当日の学びのポイントをまとめる） 
③中間レポート＝20％ 
④総括試験＝60％ 
 

22.コメント 

この授業は、スクールソーシャルワーク演習、スクールソーシャルワーク実習指導、スクー
ルソーシャルワーク実習受講のための基礎となる必須科目である。講義中心ではあるが、グ
ループディスカッション等を取り入れる。実践をふまえた学校現場の最新の状況を伝えるの
で、子どもをめぐる現在の状況とその背景、学校現場の実際を知ることができる。授業で
は、参加と尊重を基本的ルールとするため、受講者には積極的な参加（発表、グループワー
クへの積極的参加等）と尊重（人の発言を傾聴すること）を求める。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応をする。 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回（9
月 27 日） 

子どもをめぐる家庭や学校の状況 
④グループワーク、⑤プレゼンテーション 
・自己紹介と授業の概要。 
・学校における子どもの状況や子どもをめぐる家庭や
学校の状況を知る。 
 

学校における子どもの状況や家庭、学校の状
況を聞いて、次回のグループディスカッショ
ンで自分の考えが発表できるようにまとめて
おく。 
 

第 2 回（10
月 4 日） 

なぜ、スクールソーシャルワークが必要なのか？ 
④グループワーク、⑤プレゼンテーション 
・スクールソーシャルワーク導入の経緯 
・なぜ今、学校でソーシャルワークが求められている
のかを学ぶ。 
・なぜ、チーム学校なのか？ 
 

現在の学校の状況と自分自身の小中学校時代
を振り返り、何が変わったのか、変化したと
すればそれはなぜなのか、授業のまとめを行
ない、次回発表できるようにする。 

第 3 回（10
月 11 日） 

スクールソーシャルワーク実践の実際 
③ディスカッション 
・DVD を観賞し、ケース会議の雰囲気をつかむ。 
・スクールソーシャルワーカーの活動を概観する。 
・スクールソーシャルワークの役割を理解する。 
・スクールソーシャルワークに必須の価値や理念につ
いて学ぶ。 
 

DVD の感想を書いてくる。 

第 4 回（10
月 18 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
個別援助）①不登校 
④ 
グループワーク 
・不登校について理解し、スクールソーシャルワーク
の不登校支援について学ぶ。 
 

不登校支援について、考えたことや感じたこ
とをまとめてくる。 

第 5 回（10
月 25 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
個別援助）②虐待 
④グループワーク 
・子ども虐待について理解し、スクールソーシャルワ
ークの虐待問題への介入について学ぶ。 
 

虐待に関する新聞記事の中で、関心を持った
記事を持参し、概要・背景・選んだ理由等を
説明できるようにする。 

第 6 回（11
月 1 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
個別援助）③DV 家庭 
③ディスカッション/ディベート 
・DV が子どもに与える影響と支援について学ぶ。 
 

DV に関する新聞記事の中で、関心を持った
記事を持参し、概要・背景・選んだ理由等を
説明できるようにする。 

第 7 回（11
月 8 日） 

貧困とひとり親 
④グループワーク 
・ひとり親家庭や貧困家庭について理解し、家族支援
の枠組みについて学ぶ。 
 

テキスト「子どもの貧困」を読んでくる。 

第 8 回（11
月 15 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
個別援助）④問題行動 

「子どもの問題行動調査」（文部科学省）に
ついて調べる。 



④グループワーク 
・問題行動について理解し、スクールソーシャルワー
クの問題行動の支援について学ぶ。 
 

第 9 回（11
月 22 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
個別援助）⑥非行 
③ディスカッション 
・非行について理解し、スクールソーシャルワークの
非行の支援について学ぶ。 
 

テキスト「非行」を読む。 

第 10 回（11
月 29 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
個別援助）⑦発達障害 
④グループワーク 
・発達障害について理解し、スクールソーシャルワー
クとしての支援について学ぶ。 
 

テキスト「発達障害」を読む。 

第 11 回（12
月 6 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
集団援助）①いじめ 
③ディスカッション 
・いじめについて理解し、支援方法として修復的対話
について学ぶ。 
 

いじめに関する新聞記事の中で、関心を持っ
た記事を持参し、概要・背景・選んだ理由等
を説明できるようにす 

第 12 回（12
月 13 日） 

スクールソーシャルワークの支援方法（ミクロレベル
集団援助）②学級崩壊 
④ぐるーぷワーク 
・学級崩壊について理解し、集団援助としての支援方
法について学ぶ。 
 

テキスト「学級崩壊」を読む。 

第 13 回（12
月 20 日） 

スクールソーシャルワークの理論 
⑥ プレゼンテーション 
・スクールソーシャルワークで使うアプローチや理論
について学ぶ 
・スクールソーシャルワークで使う実践モデルについ
て学ぶ。 
 

自分が関心を持った理論について、調べてレ
ポートを提出する。 

第 14 回（1
月 10 日） 

スクールソーシャルワークについてのまとめ 
④グループワーク 
・SSW と SC の違いについて 
・SSW の機能 
・スクールソーシャルワークのコンサルテーションと
スーパーヴィジョンについて学ぶ 
 

総括試験の準備をする 

第 15 回（1
月 17 日） 総括試験 

総括試験を振り返り、自分の間違った部分を
復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS202-
A51 

2.科目名 社会福祉援助技術論Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 木曽陽子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 高校(福祉) 社会福祉士受
験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】ソーシャルワークの特徴やソーシャルワークの過程を理解し、面接やアセスメント
の実際が説明できるようになる。 
【概要】講義と演習を通じてソーシャルワークの展開過程について学びます。また、後半は
学びを活かしつつ実際に面接を実施し、災害時のアセスメントシートを作成します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．ソーシャルワークにおける人と環境の交互作用について理解する 
２．ソーシャルワークの過程とそれにかかる知識と技術の基本を理解する 
３．人権尊重に基づき、ソーシャルワークの知識と価値、倫理を活用していく視点を示すこ
とができる。 

19.教科書・教材 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟（2021）「ソーシャルワークの理論と方法
［共通科目］」中央法規 

20.参考文献 
川村俊彦（2003）「事例と演習をとおして学ぶソーシャルワーク」中央法規 
岩間伸之（2008）「支援困難事例と向き合う」中央法規 

21.成績評価 
小テスト 20％、事前調べ学習とインタビュー記録などの提出物 20％、 
アセスメントシート 10%、プレゼン 10％ 
まとめテスト 40% 

22.コメント 
ソーシャルワークには様々な場面、プロセスが包含されています。それらが理解できるよう
に、できるだけ具体的にイメージできるよう進めていきたいと思います。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/27 
１．２回 

・オリエンテーション 
・ソーシャルワークとは 

事前に教科書を読み、調べてくる。授業中配
布したワークシート等の課題を記入する 
以下、30 回まで同様 

10/4 
３．４回 

・ソーシャルワークの定義と枠組み、構成要素 
・相談援助の構造と機能 
 

 

10/11 
５．６回 

・人と環境の交互作用 
・相談における援助関係  

10/18 
７．８回 

・小テスト① 
・ソーシャルワークにおける展開過程①②  

10/25 
9.10 回 

・ソーシャルワークのためのアセスメントと面接技術
① 

 

11/1 
11.12 回 

・ソーシャルワークのためのアセスメントと面接技術
② 
・インタビューに向けて 
 

各自、調べた内容を WebClass に UP 

11/8 ・インタビュー項目の作成 各班でまとめたインタビュー項目（ガイド）



13.14 回 ・インタビュー準備 を WebClass に UP 

11/15 
15.16 回 

・ちゃれんじどーなっつ へのインタビュー 
次回までに手分けしてインタビュー記録をまとめてく
る（逐語録） 

次回までに 
各班でインタビューの逐語録を WebClass
に UP 

11/22 
17.18 回 

・インタビュー振り返り 
・アセスメントの実施 

 

11/29 
19.20 回 

・アセスメントの続き 
・プレゼンの準備 

次回までに 
各班で、発表内容とアセスメントシートを
WebClass に UP 

12/6 
21.22 回 

・プレゼンの実施と振り返り  

12/13 
23.24 回 

・アセスメント結果のフィードバック 
・ソーシャルワークの展開過程Ⅱ 
 

 

12/20 
25.26 回 

・小テスト② 
・支援の実施（介入）、モニタリング 

 

1/10 
27.28 回 

・再アセスメント 
・終結 
・アウトリーチ 
 

 

1/24 
29.30 回 

・最終テスト 
・全体の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS208-
A51 

2.科目名 ソーシャルワーク論Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 木曽陽子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 高校(福祉) 社会福祉士受
験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】ソーシャルワークの特徴やソーシャルワークの過程を理解し、面接やアセスメント
の実際が説明できるようになる。 
【概要】講義と演習を通じてソーシャルワークの展開過程について学びます。また、後半は
学びを活かしつつ実際に面接を実施し、災害時のアセスメントシートを作成します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．ソーシャルワークにおける人と環境の交互作用について理解する 
２．ソーシャルワークの過程とそれにかかる知識と技術の基本を理解する 
３．人権尊重に基づき、ソーシャルワークの知識と価値、倫理を活用していく視点を示すこ
とができる。 

19.教科書・教材 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟（2021）「ソーシャルワークの理論と方法
［共通科目］」中央法規 

20.参考文献 
川村俊彦（2003）「事例と演習をとおして学ぶソーシャルワーク」中央法規 
岩間伸之（2008）「支援困難事例と向き合う」中央法規 

21.成績評価 
小テスト 20％、事前調べ学習とインタビュー記録などの提出物 20％、 
アセスメントシート 10%、プレゼン 10％ 
まとめテスト 40% 

22.コメント 
ソーシャルワークには様々な場面、プロセスが包含されています。それらが理解できるよう
に、できるだけ具体的にイメージできるよう進めていきたいと思います。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9/27 
１．２回 

・オリエンテーション 
・ソーシャルワークとは 

事前に教科書を読み、調べてくる。授業中配
布したワークシート等の課題を記入する 
以下、30 回まで同様 

10/4 
３．４回 

・ソーシャルワークの定義と枠組み、構成要素 
・相談援助の構造と機能 
 

 

10/11 
５．６回 

・人と環境の交互作用 
・相談における援助関係  

10/18 
７．８回 

・小テスト① 
・ソーシャルワークにおける展開過程①②  

10/25 
9.10 回 

・ソーシャルワークのためのアセスメントと面接技術
① 

 

11/1 
11.12 回 

・ソーシャルワークのためのアセスメントと面接技術
② 
・インタビューに向けて 
 

各自、調べた内容を WebClass に UP 

11/8 ・インタビュー項目の作成 各班でまとめたインタビュー項目（ガイド）



13.14 回 ・インタビュー準備 を WebClass に UP 

11/15 
15.16 回 

・ちゃれんじどーなっつ へのインタビュー 
次回までに手分けしてインタビュー記録をまとめてく
る（逐語録） 

次回までに 
各班でインタビューの逐語録を WebClass
に UP 

11/22 
17.18 回 

・インタビュー振り返り 
・アセスメントの実施 

 

11/29 
19.20 回 

・アセスメントの続き 
・プレゼンの準備 

次回までに 
各班で、発表内容とアセスメントシートを
WebClass に UP 

12/6 
21.22 回 

・プレゼンの実施と振り返り  

12/13 
23.24 回 

・アセスメント結果のフィードバック 
・ソーシャルワークの展開過程Ⅱ 
 

 

12/20 
25.26 回 

・小テスト② 
・支援の実施（介入）、モニタリング 

 

1/10 
27.28 回 

・再アセスメント 
・終結 
・アウトリーチ 
 

 

1/24 
29.30 回 

・最終テスト 
・全体の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS303-
A51 

2.科目名 相談援助演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 高校(福祉) 社会福祉士受
験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、総合的かつ包括的な援助の実
践的理解をめざします。 
【概要】 
社会的排除、虐待、家庭内暴力、低所得者、ホームレスやその他危機状態にある相談援助事
例を活用し、具体的な相談援助場面及び過程を想定した実技演習を行います。 
具体的には、課題別の相談援助事例を通してインテーク終結までの相談援助場面及び過程を
学習します。また、アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用
といった援助技術および地域福祉の援助技術もあわせて総合的な学習をすすめます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は、学習目標の DP (1)自律性、（3)多様性理解、（4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門的知識・技能活用力 に関連しています。 
本授業は、以下の学習目標を設定します。 
①課題を抱えた個人や地域に対する援助過程を理解することができる。 
②課題を抱えた個人や地域住⺠と目的に応じた面接をすることができる。 
③既成事例に対して、グループでアセスメントすることができる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■テスト 25％×2 回（主に学習目標①②） 
・主に学習目標①、②に関することを、記述式で問う。 
・自筆のノート、まとめ等は持ち込み可。 
■プレゼンテーション 40%（主に学習目標②③） 
・第 11・12 回、第 25・26 回にプレゼンテーションを行う。 
・プレゼンテーションは、授業内で扱う事例のロールプレイを行う。 
■ふりかえり 10％ 
・2 回のプレゼンテーション後、および最終回を終えて、学修目標に照らし合わせて行う 
・e-portfolio に「相談援助演習Ⅱ」のフォルダを作成し、「事例 1 のプレゼンテーショ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1・2 回 

ガイダンスとクラスメンバーの理解 
・授業の進め方や内容、評価の方法について説明を行
う。 
・授業シラバス必携。このシラバスは学びの文脈を俯
瞰できる重要な資料であり、ノートやファイルに添付
していつでも参照できるようにしておくこと。 
・自己紹介を通して他者理解をすすめる。 

〇事例①で使用する事例を配布するので、次
回までに熟読し専門用語を調べてくる。学修
目標(1)リストを活用すること。120 分 



3・4 回 

事例①-1 
・事例に出てくる専門用語を理解する。 
・ソーシャルワーク展開過程におけるインテークを理
解する。 
・インテーク場面のロールプレイを通してグループデ
ィスカッションを行う。 

〇事例①におけるインテーク場面での課題に
ついて整理してくる。学修目標(1)リストを
活用すること。120 分 

5・6 回 

事例①-2 
・前回の内容をもとに、インテーク場面のロールプレ
イを行う。 
・ソーシャルワークの展開過程におけるアセスメント
を理解する① 

◎グループで事例①のインテーク面接の内容
検討、ロールプレイ練習をすすめる。学修目
標(1)(2)リストを活用すること。（第 11・12
回までの各週で 120 分） 

7・8 回 

事例①-3 
・グループごとにアセスメントシートを作成する。 
・ソーシャルワークの展開過程における支援、モニタ
リング、終結について理解する。 

◎同上 

9・10 回 

事例①-4 
・第 7・8 回で作成したアセスメントシートを吟味す
る。 
・ソーシャルワークの展開過程におけるプランニング
を理解する。 
・アセスメントシートをもとにした支援計画を検討す
る。 

◎同上 

11・12 回 
事例①-5 
・事例①のインテーク面接のプレゼンテーション 

〇プレゼンテーションのふりかえりを行う。
90 分 

13・14 回 
事例①-6 
・プレゼンテーションのふりかえり 
・事例①のまとめ 

〇中間テストに向けた学習 120 分 
〇「事例 1 のプレゼンテーションふりかえ
り」ポートフォリオ投稿 

15・16 回 
事例①のまとめ 
・中間テスト 
・中間テストの解説 

〇事例②で使用する事例を配布するので、次
回までに熟読し専門用語を調べてくる。学修
目標(1)リストを活用すること。120 分 

17・18 回 

事例②-1 
・事例に出てくる専門用語を理解する。 
・ソーシャルワーク展開過程におけるインテークを理
解する。 
・インテーク場面（地域住⺠に対するアプローチ）の
ロールプレイを通してグループディスカッションを行
う。 

〇インテーク場面での課題について整理して
くる。学修目標(1)リストを活用すること。
120 分 

19・20 回 

事例②-2 
・前回の内容をもとにインテーク場面のロールプレイ
を行う。 
・ソーシャルワークの展開過程におけるアセスメント
（地域住⺠のニーズ把握）を理解する。 

◎グループで事例②のインテーク面接の内容
検討、ロールプレイ練習をすすめる。学修目
標(1)(2)リストを活用すること。（第 25・26
回までの各週で 120 分） 

21・22 回 

事例②-3 
・グループごとにアセスメントシートを作成する。 
・ソーシャルワークの展開過程における支援、モニタ
リング、終結について理解する。 

◎同上 

23・24 回 事例②-4 ◎同上 



・第 21・22 回で作成したアセスメントシートを吟味
する。 
・ソーシャルワークの展開過程におけるプランニング
を理解する。 
・アセスメントをもとにした支援計画や社会資源の開
発を検討する。 

25・26 回 
事例②-5 
・事例②のインテーク面接のプレゼンテーション 

〇プレゼンテーションのふりかえりを行う。
90 分 

27・28 回 
事例②-6 
・プレゼンテーションのふりかえり 
・事例②のまとめ 

〇まとめテストに向けた学習 120 分 
〇「事例 2 のプレゼンテーションふりかえ
り」ポートフォリオ投稿 

29・30 回 
事例②のまとめ 
・まとめテストと解説 
・相談援助実習に向けた準備 

〇「受講を終えてのふりかえり」、および
「相談援助実習に向けた自己の課題につい
て」、e ポートフォリオに記事投稿する。60
分 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS306-
A81 

2.科目名 社会福祉援助技術現場実習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本秀樹、岩本裕子、尾崎慶太、春木裕美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

実習を通し相談援助に必要な知識と技術を実際的に理解する。社会福祉士として求められる
資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等総合的に対応できる能力を習得し、専門職
との連携についても理解する。 
実習指導者および実習指導担当教員の巡回指導を受け、これまで学んできた社会福祉の価
値、知識、技術を総動員して実習内容を考察し、主体的かつ意識的に学ぶ。実習中はとりわ
け以下の点に留意する。 
①利用者や関係者、施設・機関職員、地域住⺠、ボランティア等との基本的コミュニケーシ
ョンや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成 
②利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成 
③利用者やその関係者との援助関係の形成 
④利用者やその関係者への権利擁護及び支援（エンパワメントを含む）とその評価 
⑤他職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際 
⑥社会福祉士としての職業倫理、組織の一員としての役割と責任への理解 
⑦施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの運営管理の実際 
⑧地域社会の理解と具体的な地域社会への働きかけ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
います。 
①実習目標の達成に向けた具体的な取り組みができる。 
②実習日誌の項目に沿って観察と考察を書き分けることができる。 
③スペシフィックな場面からソーシャルワークのジェネリックな側面を見出すことができ
る。 
 

19.教科書・教材 
・実習配置先の専門科目のテキスト（例：特別養護老人ホーム→「高齢者に対する支援と介
護保険制度」）を再度熟読しておきましょう。 

20.参考文献 
・図書館に福祉実習関連の書籍が複数あります。自己課題に照らし合わせて実習前には必ず
目を通しておきましょう。 

21.成績評価 
・実習先施設・機関による評価 50％ 
・教員による評価 50％（実習ノート、巡回指導） 

22.コメント 実習は厚生労働大臣が定める指定施設で行う必要があり、実習期間は 180 時間（24 日間）
である。実習中教員が巡回もしくは帰校日を設定し、個別指導を行う。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・実習は厚生労働大臣が定める「指定施設」で行う。 
・実習期間は 180 時間（24 日間） 
・実習時期 
 ・実習判定会議の結果と受け入れ先との調整により
a、b、c のパターンがある。 

・実習先施設への礼状：実習終了後 1 週間
以内 
・事後レポート「実習を終えて」：実習後終
了後 1 週間以内に作成し、科目担当者へメ
ール添付で提出 



 ・多くは a パターンの実習となる。 
  a：3 年生の冬学期期間中（2 月から 3 月） 
  b：4 年生の夏学期期間中（8 月から 9 月） 
  c：通年（週 2〜3 回） 
・実習期間中の指導 
 ・実習先の実習指導者（毎日） 
 ・教員の巡回指導（2 週に 1 回） 
 ・帰校日（2 週に 1 回） 
 ・その他、メールや電話による随時指導 
・実習スケジュールの 

・実習ファイル：実習ノートが実習先から返
却され次第、科目担当者に提出 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS306-
A82 

2.科目名 
社会福祉援助技術現場実習 (2019 年度生以
前) 

3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本秀樹、岩本裕子、尾崎慶太、春木裕美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

実習を通し相談援助に必要な知識と技術を実際的に理解する。社会福祉士として求められる
資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等総合的に対応できる能力を習得し、専門職
との連携についても理解する。 
実習指導者および実習指導担当教員の巡回指導を受け、これまで学んできた社会福祉の価
値、知識、技術を総動員して実習内容を考察し、主体的かつ意識的に学ぶ。実習中はとりわ
け以下の点に留意する。 
①利用者や関係者、施設・機関職員、地域住⺠、ボランティア等との基本的コミュニケーシ
ョンや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成 
②利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成 
③利用者やその関係者との援助関係の形成 
④利用者やその関係者への権利擁護及び支援（エンパワメントを含む）とその評価 
⑤他職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際 
⑥社会福祉士としての職業倫理、組織の一員としての役割と責任への理解 
⑦施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの運営管理の実際 
⑧地域社会の理解と具体的な地域社会への働きかけ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
います。 
①実習目標の達成に向けた具体的な取り組みができる。 
②実習日誌の項目に沿って観察と考察を書き分けることができる。 
③スペシフィックな場面からソーシャルワークのジェネリックな側面を見出すことができ
る。 
 

19.教科書・教材 
・実習配置先の専門科目のテキスト（例：特別養護老人ホーム→「高齢者に対する支援と介
護保険制度」）を再度熟読しておきましょう。 

20.参考文献 
・図書館に福祉実習関連の書籍が複数あります。自己課題に照らし合わせて実習前には必ず
目を通しておきましょう。 

21.成績評価 
・実習先施設・機関による評価 50％ 
・教員による評価 50％（実習ノート、巡回指導） 

22.コメント 実習は厚生労働大臣が定める指定施設で行う必要があり、実習期間は 180 時間（24 日間）
である。実習中教員が巡回もしくは帰校日を設定し、個別指導を行う。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・実習は厚生労働大臣が定める「指定施設」で行う。 
・実習期間は 180 時間（24 日間） 
・実習時期 
 ・実習判定会議の結果と受け入れ先との調整により
a、b、c のパターンがある。 

・実習先施設への礼状：実習終了後 1 週間
以内 
・事後レポート「実習を終えて」：実習後終
了後 1 週間以内に作成し、科目担当者へメ
ール添付で提出 



 ・多くは a パターンの実習となる。 
  a：3 年生の冬学期期間中（2 月から 3 月） 
  b：4 年生の夏学期期間中（8 月から 9 月） 
  c：通年（週 2〜3 回） 
・実習期間中の指導 
 ・実習先の実習指導者（毎日） 
 ・教員の巡回指導（2 週に 1 回） 
 ・帰校日（2 週に 1 回） 
 ・その他、メールや電話による随時指導 
・実習スケジュールの 

・実習ファイル：実習ノートが実習先から返
却され次第、科目担当者に提出 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS309-
A51 

2.科目名 スクールソーシャルワーク演習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 ⻄野緑 

5.授業科目の区分 専攻選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科、教育学科 9.履修学年 3 年・4 年 

10.取得資格の要件 スクールソーシャルワーク
養成課程認定 

11.先修条件 スクールソーシャルワーク論受講 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 人 

17.授業の目的と概要 

【目的】スクールソーシャルワーク演習では、スクールソーシャルワーク論で学ぶ知識や理
論や価値を基に、スクールソーシャルワーカーとしての技術や実践力を養うことを目的とす
る。 
【概要】スクールソーシャルワーク論で学んだ学校で起こる事象について、事例検討するこ
とを通して、実践力を身につける。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自立性、（3）多様性理解、（4）問題発見・解決力の学修に
関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
・スクールソーシャルワーカーの具体的な動きを知り、説明できるようになる。 
・事例検討を通して、アセスメントとプランニングが実施できる。 
・グループワークでの議論を通して、自分の考え他の人の考えを比較できる。 
 

19.教科書・教材 
大塚美和子・⻄野緑・峯本耕治編（2020）『「チーム学校」を実現するスクールソーシャルワ
ーク』,明石書店． 

20.参考文献 

⻄野緑（2018）『子ども虐待とスクールソーシャルワーク チーム学校を基盤とする「育む
環境」の創造』，明石書店． 
川村隆彦（2011）『ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ』，中央法規． 
門田光司・奥村賢一（2009）『スクールソーシャルワーカーの仕事―学校ソーシャルワーク
実践ガイド』，中央法規． 
 

21.成績評価 

①授業中の発言や質問＝10％ 
②事例検討のワークシート（3 回分）＝30%（事例検討を行なった週に提出） 
③総括試験＝60％ 
 

22.コメント 

スクールソーシャルワーク演習は、スクールソーシャルワーク論を受講していることが必須
である。また、スクールソーシャルワーク実習をしたい人の必須科目である。グループワー
クを取り入れ、事例を通して実践力を身につけると同時に自分自身を振り返る。授業では、
参加と尊重と守秘を基本的ルールとするため、受講者には積極的な参加（発表、グループワ
ークへの積極的参加等）と尊重（人の発言を傾聴すること）および守秘を求める。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応をする。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回（9
月 27 日） 

スクールソーシャルワークの専門的価値：資料 
④グループワーク 
・ソーシャルワークの価値、特に「人権」について学

グループワークシートをまとめておく。ワー
クシートは次回に提出すること。 



び、自分のこととして考える。 
・スクールソーシャルワークを実践するための視点と
なるエンパワメントについて学ぶ。 
・グループワーク：事例から考える。 
 

第 2 回（10
月 4 日） 

スクールソーシャルワークで扱う事象とその関連性：
資料 
④グループワーク 
・いじめ、不登校、虐待、非行、発達課題等の生徒指
導上の諸課題の背景とその関連性について考える。 
 

生徒指導上の諸課題の関連性について学び、
考えたことをまとめる。 

第 3 回（10
月 11 日） 

スクールソーシャルワーク実践の活動形態 
ディスカッション/ディベート 
・日本におけるスクールソーシャルワーカーの 3 つ
の活動形態について知り、それぞれの利点と課題につ
いて考え、説明できる。 
 

SSW の 3 つの活動形態について復習し、自
分の考えをまとめておく。 

第 4 回（10
月 18 日日） 

事例を通して問題解決能力を高める①‐1 
④グループワーク 
・事例検討：アセスメント、プランニング、介入等の
援助プロセスにおいて展開できる力を身につける。 
 

事例検討のワークシートをまとめ、次回提出
する。 

第 5 回（10
月 25 日） 

事例を通して問題解決能力を高める①‐2 
④グループワーク 
エコマップを描いてみよう！ 
・事例についてのエコマップを描き、援助前と援助後
の関係性の違いをエコマップを通して学ぶ。 
・先回のワークシート②を基に発表する。 
 

今回取り上げた事例について、振り返る。 

第 6 回（11
月 1 日） 

ケース・マネジメント 
④グループワーク 
・ケース・マネジメントの展開過程について学ぶ。 
 

ケースマネジメントについて、文献等で調
べ、深める。 

第 7 回（11
月８日） 

③ディスカッション 
子どものアドボカシー 
スクールソーシャルワークの役割で、最も重要な子ど
もアドボカシーについて学び、説明できるようにな
る。 

子どもアドボカシーについて、文献等を調
べ、SSW の役割を具体的に発表できるよう
にする。 

第 8 回（11
月 15 日） 

事例を通して問題解決能力を高める②‐1 
④グループワーク 
・虐待事例を基に、アセスメント力を身につける。 
・グループワーク③：事例検討 
 

グループワークシートをまとめておく。ワー
クシートは次回に提出すること。 

第 9 回（11
月 22 日） 

事例を通して問題解決能力を高める②‐2 
④グループワーク 
・アセスメントを基に、プランニング、介入等の援助
プロセスにおいて展開できる力を身につける。 
 

今回の事例を振り返る 



第 10 回（11 
月 29 日） 

スクールソーシャルワークの理論の総合 
③ディスカッション/ディベート 
・SSW に理論が必要な理由 
 

事例の解説をすべて読む 

第 11 回（12
月 6 日日） 

SSW のメゾアプローチ：コアチーム会議・ケース会
議 
④グループワーク 
・校内のチーム・アプローチについて学ぶ 
・ケース会議の展開方法について学ぶ。 
・ケース会議の事前の準備の重要性について理解す
る。 
 

教科書のメゾアプローチの部分を読む。 

第 12 回（12
月 13 日） 

③ディスカッション 
SSW 実習報告会 
 

先輩の実習報告を聞いた感想を書く。 

第 13 回（12
月 20 日） 

事例を通して問題解決力を高める③‐1 
④グループワーク 
・事例検討：アセスメント力を身につける。 
 

ワークシートをまとめておく。ワークシート
は次回に提出すること。 

第 14 回（1
月 10 日） 

事例を通して問題解決力を高める③‐2 
④グループワーク 
アセスメント力を基に、プランニングの具体的な選択
肢を考える力を身につける。 
 

ワークシートをまとめておく。ワークシート
は次回に提出すること。 

第 15 回（1
月 17 日） 

秋学期試験とまとめ 総括試験を振り返り、復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS310-
M51 

2.科目名 産業心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ビジネス現場におけるさまざまな現象について、心理学から捉えることにより理解を深め
る。また、それらの知識を活用し、自分の就活や進路決定に活かしていくことを目的とする
も。 
１）人は他者をどのように見るのか（対人認知）の理論を理解し、面接場面やビジネス現場
で活用する。 
２）どのような上司が部下に好かれるか（対人魅力）について把握し、魅力的なビジネスマ
ンを目指す。 
３）人とのコミュニケーション（対人コミュニケーション）を円滑にできるよう、その理論
と法則を理解し、面接場   面に備える。また、将来、ビジネス現場でも活用できるよう
にする。 
４）態度変容と説得的コミュニケーションの原理原則を理解し、顧客にモノを買ってもらえ
るような説得力を身   につける。 
５）チームワークの原理を理解し、職場集団において仲間とのチームワークを高めることに
より、将来、生産性  をあげる集団作りをする。 
６）望ましいリーダーシップについて理解し、後輩（将来的には部下）から信頼されるリー
ダーを目指す。 
７）消費者の心理を理解し、良いものを安く買うためのスキルを身につける。 
上記で学修したことを就活力および進路選択に活かし、自分に適した進路を探し出す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①職場環境の中で生じる様々な問題とそれに対処するための専門知識を説明できるようにな
る 
②自らの人生およびキャリアをデザインしていく上において必要な心理学的知識を説明する
ことができるよう  になる。 
③自らの内面について論理的に考えることができるようになる。 
 

19.教科書・教材 
藤本忠明・東 正訓 「ワークショップ 人間関係の心理学」 ナカニシヤ出版 
（第 1 講目に申し込み、次回配布する） 

20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

【月曜】 
・平常課題： 20％       学学習目標②③に対応 (評価点１２%以上が合格最低ライン) 
・中間レポート：40％     学習目標②４③に対応 (評価点２４%以上が合格最低ライン) 
・期末試験：40％         学習目標①に対応    (評価２４0%以上が合格最低ライン) 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
三木Ｃ：研究室オフィスアワー（水曜日・1 時限） 
尼崎Ｃ：センターオフィスアワー（金曜日・昼休み） 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

本科目のガイダンスを行う。 
産業心理学とはどのような学問かを理解する。また、
本科目は、経営学科専門科目における唯一の心理学科
目であるため、その必要性と重要性を解説する。評価
方法などについては、シラバスに沿って説明する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 2 回 

他者によりよい印象を与えるためにはー対人認知 
 職場の人々あるいは顧客があなたに対してどのよう
な印象を形成するか、印象形成の要因とそのメカニズ
ムについて理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 3 回 
魅力ある人になるためには（１）ー対人魅力 
 人はなｚｒ、他者に心ひかれるかー魅力の規定因に
ついて理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 4 回 

魅力ある人になるためには（2）ー対人魅力 
 人はなｚｒ、他者に心ひかれるかー魅力の規定因を
活用しながら、自分をより魅力的にするためのストラ
テジーを考察しよう。そして、面接場面で活かそう。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 5 回 

コミュニケーション力を高めるためには（１）ー対人
コミュニケーション 
 コミュニケーションとは何か、言語コミュニケーシ
ョンと非言語コミュニケーション、コミュニケーショ
ンプロセスモデルなどについて学習する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 6 回 

コミュニケーション力を高めるためには（2）ー対人
コミュニケーション 
 ビジネスコミュニケーションを実践しよう。まず、
対面状況でのコミュニケーションスキルをアップさせ
よう。次に、ビジネス文書でのスキルアップをはか
り、提出しよう。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 7 回 

 中間ふりかえり 
これまで学習してきたことを活用しながら、自己 PR
を作成し、グループ内でプレゼンしよう。各グループ
の代表者は、全体でプレ r ゼンし、良い点を各自で吸
収しよう。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 8 回 

説得的コミュニケーションと態度変容（１） 
 顧客をいかに説得するか。顧客の態度を変容させる
にはどうすればよいかを考える。さまざまな説得的技
法について理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 9 回 
説得的コミュニケーションと態度変容（２） 
 顧客が説得される心理をチヤルディーニの 6 つの
法則から理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 10 回 

職場集団の心理学（１）−チームワークのとれた集団
とは 
 チームワークの原理を理解し、職場集団になじむた
めのスキルを学習する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 11 回 
職場集団の心理学（２）−望ましいリーダーシップと
は 
 リーダーシップとは何か、職場集団における望まし

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 



いリーダーシップを考察し、理解する。 

第 12 回 

ワークモチベーションとその充足について 
 仕事のやる気について、外発的動機づけと内発的動
機づけの観点から理解する。また、ワークモチベーシ
ョンを高め、充足するための条件を自己分析する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 13 回 
現代人の消費行動 
 店頭購入とネットショッピングを比較しながら、現
代人の購買行動について考察する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 14 回 
就職活動の準備と職業選択 
 自己分析と企業研究を通して職業選択を行い、就職
活動計画を構築する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 15 回 
総括 
 産業心理学で学んだことを振り返り、自分のキャリ
アデザインを構築する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS310-
a51 

2.科目名 産業心理学 （遠隔 ※三木 C 発信） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ビジネス現場におけるさまざまな現象について、心理学から捉えることにより理解を深め
る。また、それらの知識を活用し、自分の就活や進路決定に活かしていくことを目的とする
も。 
１）人は他者をどのように見るのか（対人認知）の理論を理解し、面接場面やビジネス現場
で活用する。 
２）どのような上司が部下に好かれるか（対人魅力）について把握し、魅力的なビジネスマ
ンを目指す。 
３）人とのコミュニケーション（対人コミュニケーション）を円滑にできるよう、その理論
と法則を理解し、面接場   面に備える。また、将来、ビジネス現場でも活用できるよう
にする。 
４）態度変容と説得的コミュニケーションの原理原則を理解し、顧客にモノを買ってもらえ
るような説得力を身   につける。 
５）チームワークの原理を理解し、職場集団において仲間とのチームワークを高めることに
より、将来、生産性  をあげる集団作りをする。 
６）望ましいリーダーシップについて理解し、後輩（将来的には部下）から信頼されるリー
ダーを目指す。 
７）消費者の心理を理解し、良いものを安く買うためのスキルを身につける。 
上記で学修したことを就活力および進路選択に活かし、自分に適した進路を探し出す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①職場環境の中で生じる様々な問題とそれに対処するための専門知識を説明できるようにな
る 
②自らの人生およびキャリアをデザインしていく上において必要な心理学的知識を説明する
ことができるよう  になる。 
③自らの内面について論理的に考えることができるようになる。 
 

19.教科書・教材 
藤本忠明・東 正訓 「ワークショップ 人間関係の心理学」 ナカニシヤ出版 
（第 1 講目に申し込み、次回配布する） 

20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

【月曜】 
・平常課題： 20％       学学習目標②③に対応 (評価点１２%以上が合格最低ライン) 
・中間レポート：40％     学習目標②４③に対応 (評価点２４%以上が合格最低ライン) 
・期末試験：40％         学習目標①に対応    (評価２４0%以上が合格最低ライン) 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
三木Ｃ：研究室オフィスアワー（水曜日・1 時限） 
尼崎Ｃ：センターオフィスアワー（金曜日・昼休み） 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

本科目のガイダンスを行う。 
産業心理学とはどのような学問かを理解する。また、
本科目は、経営学科専門科目における唯一の心理学科
目であるため、その必要性と重要性を解説する。評価
方法などについては、シラバスに沿って説明する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 2 回 

他者によりよい印象を与えるためにはー対人認知 
 職場の人々あるいは顧客があなたに対してどのよう
な印象を形成するか、印象形成の要因とそのメカニズ
ムについて理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 3 回 
魅力ある人になるためには（１）ー対人魅力 
 人はなｚｒ、他者に心ひかれるかー魅力の規定因に
ついて理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 4 回 

魅力ある人になるためには（2）ー対人魅力 
 人はなｚｒ、他者に心ひかれるかー魅力の規定因を
活用しながら、自分をより魅力的にするためのストラ
テジーを考察しよう。そして、面接場面で活かそう。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 5 回 

コミュニケーション力を高めるためには（１）ー対人
コミュニケーション 
 コミュニケーションとは何か、言語コミュニケーシ
ョンと非言語コミュニケーション、コミュニケーショ
ンプロセスモデルなどについて学習する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 6 回 

コミュニケーション力を高めるためには（2）ー対人
コミュニケーション 
 ビジネスコミュニケーションを実践しよう。まず、
対面状況でのコミュニケーションスキルをアップさせ
よう。次に、ビジネス文書でのスキルアップをはか
り、提出しよう。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 7 回 

 中間ふりかえり 
これまで学習してきたことを活用しながら、自己 PR
を作成し、グループ内でプレゼンしよう。各グループ
の代表者は、全体でプレ r ゼンし、良い点を各自で吸
収しよう。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 8 回 

説得的コミュニケーションと態度変容（１） 
 顧客をいかに説得するか。顧客の態度を変容させる
にはどうすればよいかを考える。さまざまな説得的技
法について理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 9 回 
説得的コミュニケーションと態度変容（２） 
 顧客が説得される心理をチヤルディーニの 6 つの
法則から理解する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 10 回 

職場集団の心理学（１）−チームワークのとれた集団
とは 
 チームワークの原理を理解し、職場集団になじむた
めのスキルを学習する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 11 回 
職場集団の心理学（２）−望ましいリーダーシップと
は 
 リーダーシップとは何か、職場集団における望まし

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 



いリーダーシップを考察し、理解する。 

第 12 回 

ワークモチベーションとその充足について 
 仕事のやる気について、外発的動機づけと内発的動
機づけの観点から理解する。また、ワークモチベーシ
ョンを高め、充足するための条件を自己分析する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 13 回 
現代人の消費行動 
 店頭購入とネットショッピングを比較しながら、現
代人の購買行動について考察する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 14 回 
就職活動の準備と職業選択 
 自己分析と企業研究を通して職業選択を行い、就職
活動計画を構築する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 

第 15 回 
総括 
 産業心理学で学んだことを振り返り、自分のキャリ
アデザインを構築する。 

テキスト該当章を読み、疑問点を洗い出して
おく。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS402-
A51 

2.科目名 相談援助実習指導Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 社会福祉士国家試験受験資
格 

11.先修条件 実習指導Ⅰ、Ⅱ、および実習を履修してい
ること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

相談援助を専門的援助技術として概念化、理論化し体系立てていくことを目的としていま
す。授業では、個別、集団指導を通して実習記録や実習体験をふまえた課題の整理と考察を
行います。実習で経験してきたことを担当教員からスーパービジョンを受けたり、学生同士
のピア・スーパービジョンを行ったり、自分自身でセルフ・スーパービジョンをしていきま
す。そのことを通して、ソーシャルワーカーとしての専門性を向上させていきます。さら
に、成果物として実習報告会でプレゼンテーション、実習総括としての最終レポートを作成
します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、コミュニケーションスキルの学修に関連して
います。 
①実習で体験した事を社会福祉のキーワードを用いてまとめることができる。 
②実習目標の達成状況を根拠を用いて説明することができる。 
③実習で学んだことを一般化・汎用化することができる。 

19.教科書・教材 
■それぞれの実習日誌（ファイル）を用いて授業を進めていきます。忘れずに毎回持参する
ことが必要です。 

20.参考文献 

白澤政和・米本秀仁編（2009）日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実
習』中央法規 ISBN978-4-8058-3125-0  
川村隆彦編（2014）『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規 ISBN978-4-8058-
3961-4 
関⻄福祉科学大学社会福祉実習教育モデル研究会編『相談援助実習ハンドブック』ミネルヴ
ァ書房 ISBN978-4-623-06980-4 

21.成績評価 

■実習総括レポート（40%）学習目標①②③ 
・レポート内容：実習で学んだことを本授業を通してさらに深め、実習を総合的に自己評価
し、目標の達成度や今後の課題をソーシャルワーカーとしての観点で明らかにする。 
・3,000 字以上 
・提出時期：第 27・28 回 
・webclass に提出 
■中間プレゼンテーション（15%）学習目標①② 
・第 11・12 回、第 13・14 回時に相談援助実習指導Ⅰの授業時間に実施する 
・3 年生に対して、相談援助実習の内容を分かりやすく発表する 
・スライドおよびレジュメを作成する 
・webc 

22.コメント 

・実習で経験してきた内容をもとにソーシャルワークの魅力について学内外の他者に向けて
プレゼンテーションします。  
・資料や成果物の提出には webclass を使います。 
・毎回実施するグループワークには zoom を使います。 
・ワークシート作成やプレゼンテーションにパソコンが必要です。毎回持参してください。 



・必要に応じ、オフィスアワーを活用して個別スーパービジョンを受けて自己覚知を促して
ください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

オリエンテーション（授業の目的、進め方、評価方法
など） 
・「実習を終えて」をテーマにブレーンストーミング
を行う 
・カードワークでまとめた内容をグループごとに発表
する 

【今回の復習】 
・発表によってわかったこと、感じたことを
ワークシートに記入し、まとめる(180) 
【次回の予習】 
・実習記録を読み返しておく（60） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

実習のふりかえり 
・実習記録を読み返し、自分の変化を整理する 
・印象に残ったエピソードを抽出し、それに共通する
言葉やキーワードを探る 
・グループで発表し、共有する 

【今回の復習】 
・実習ふりかえりシート(実習目標の達成度)
を記入する(180) 
【次回の予習】  
・中間プレゼンテーションのスライドおよび
レジュメ資料を各自準備する（180） 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

中間プレゼンテーションに向けた準備 
・プレゼンテーションのリハーサルを行い、相互にア
ドバイスを行う。 

【今回の復習】 
・スライドおよびレジュメ資料を各自準備す
る（360） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

「相談援助実習指導Ⅰ」において実習報告会 
・中間プレゼンテーション①(15%)  
・相談援助実習指導Ⅰにおいて、3 年生に対して実習
を通した自らの学び、ソーシャルワーカーとしての課
題について報告を行う。 

【提出物】 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 20% 
【今回の復習】 
・中間プレゼンテーションのふりかえりをす
る(180) 
【次回の予習】 
・最終プレゼンテーションに向けて発表内容
の整理をする（180） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

「相談援助実習指導Ⅰ」において実習報告会 
・中間プレゼンテーション②(15%)  
・相談援助実習指導Ⅰにおいて、3 年生に対して実習
を通した自らの学び、ソーシャルワーカーとしての課
題について報告を行う。 

【提出物】 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 20% 
【今回の復習】 
・中間プレゼンテーションのふりかえりをす
る(180) 
【次回の予習】 
・最終プレゼンテーションに向けて発表内容
の整理をする（180） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

実習プロセスに沿った学びの一般化① 
・「職場実習」の段階においてエピソードを選び、そ
の理由をグループで話し合う 

【今回の復習】 
・職場実習 
・グループで話し合った内容を、ソーシャル
ワークの基本理念、援助原則、援助方法など
の知識を使い、理論的に説明する(180) 
【次回の予習】 
・職種実習の段階についての実習記録を熟読
し、気になった点に付箋をはってくる(180) 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

実習プロセスに沿った学びの一般化② 
・「職種実習」の段階においてエピソードを選び、そ
の理由をグループで話し合う 

【提出物】 
・職場実習 
【今回の復習】 



・職種実習 
・グループで話し合った内容を、ソーシャル
ワークの基本理念、援助原則、援助方法など
の知識を使い、理論的に説明する（180） 
【次回の予習】 
・ソーシャルワーク実習の段階についての実
習記録を熟読し、気になった点に付箋をはっ
てくる（180） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

実習プロセスに沿った学びの一般化③ 
・「ソーシャルワーク実習」の段階においてエピソー
ドを選び、その理由をグループで話し合う 

【提出物】 
・職種実習 
【今回の復習】 
・ソーシャルワーク実習 
・グループで話し合った内容を、ソーシャル
ワークの基本理念、援助原則、援助方法など
の知識を使い、理論的に説明する（180） 
【次回の予習】 
・実習プロセスに沿った学びの一般化につい
てまとめる（180） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

実習のふりかえりと課題整理① 
・実習経験の中から「クライエントのニーズ把握」に
関連する事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・ソーシャルワーク実習 
【今回の復習】 
・ニーズ把握 
・「ニーズ把握」に関する課題の解決方法に
ついて、実習およびこれまでの授業で学んだ
ことをまとめる（180） 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「クライエントのニーズ
把握」に関連する事例を抽出する（90） 
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

実習のふりかえりと課題整理② 
・実習経験の中から「人々との関係形成の力」に関連
する事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・ニーズ把握 
【今回の復習】 
・他者との関係形成 
・「他者との関係形成」に関する課題の解決
方法について、実習およびこれまでの授業で
学んだことをまとめる（180） 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「人々との関係形成の
力」に関連する事例を抽出する(90)  
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

実習のふりかえりと課題整理③ 
・実習経験の中から「援助関係形成の力」に関連する
事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・他者との関係形成 
【今回の復習】 
・援助関係形成 
・「援助関係形成」に関する課題の解決方法
について、実習およびこれまでの授業で学ん



だことをまとめる（180） 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「援助関係形成の力」に
関連する事例を抽出する(90)  
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

7/8 
【第 23 回】 
【第 24 回】 

実習のふりかえりと課題整理④ 
・実習経験の中から「働きかける力」に関連する事例
を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・援助関係形成 
【今回の復習】 
・働きかけ 
・「働きかけ」に関する課題の解決方法につ
いて、実習およびこれまでの授業で学んだこ
とをまとめる 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「働きかける力」に関連
する事例を抽出する(90) 
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

実習のふりかえりと課題整理⑤ 
・実習経験の中から「人々と連携する力」に関連する
事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・働きかけ 
【今回の復習】 
・他者との連携 
・「他者との連携」に関する課題の解決方法
について、実習およびこれまでの授業で学ん
だことをまとめる 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「人々と連携する力」に
関連する事例を抽出する（90）  
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

実習報告会 
・最終プレゼンテーション①(15%) 
 

【提出物】 
・他者との連携 
・実習総括レポート 40％ 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 30％ 
【今回の復習】 
・学びのふりかえりに取り組む（360） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

実習報告会 
・最終プレゼンテーション②(15%) 
 

【提出物】 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 30％ 
【今回の復習】 
・学びのふりかえりに取り組む（360） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS402-
A52 

2.科目名 相談援助実習指導Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 春木裕美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 社会福祉士国家試験受験資
格 

11.先修条件 実習指導Ⅰ、Ⅱ、および実習を履修してい
ること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

相談援助を専門的援助技術として概念化、理論化し体系立てていくことを目的としていま
す。授業では、個別、集団指導を通して実習記録や実習体験をふまえた課題の整理と考察を
行います。実習で経験してきたことを担当教員からスーパービジョンを受けたり、学生同士
のピア・スーパービジョンを行ったり、自分自身でセルフ・スーパービジョンをしていきま
す。そのことを通して、ソーシャルワーカーとしての専門性を向上させていきます。さら
に、成果物として実習報告会でプレゼンテーション、実習総括としての最終レポートを作成
します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、コミュニケーションスキルの学修に関連して
います。 
①実習で体験した事を社会福祉のキーワードを用いてまとめることができる。 
②実習目標の達成状況を根拠を用いて説明することができる。 
③実習で学んだことを一般化・汎用化することができる。 

19.教科書・教材 
■それぞれの実習日誌（ファイル）を用いて授業を進めていきます。忘れずに毎回持参する
ことが必要です。 

20.参考文献 

白澤政和・米本秀仁編（2009）日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実
習』中央法規 ISBN978-4-8058-3125-0  
川村隆彦編（2014）『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規 ISBN978-4-8058-
3961-4 
関⻄福祉科学大学社会福祉実習教育モデル研究会編『相談援助実習ハンドブック』ミネルヴ
ァ書房 ISBN978-4-623-06980-4 

21.成績評価 

■実習総括レポート（40%）学習目標①②③ 
・レポート内容：実習で学んだことを本授業を通してさらに深め、実習を総合的に自己評価
し、目標の達成度や今後の課題をソーシャルワーカーとしての観点で明らかにする。 
・3,000 字以上 
・提出時期：第 27・28 回 
・webclass に提出 
■中間プレゼンテーション（15%）学習目標①② 
・第 11・12 回、第 13・14 回時に相談援助実習指導Ⅰの授業時間に実施する 
・3 年生に対して、相談援助実習の内容を分かりやすく発表する 
・スライドおよびレジュメを作成する 
・webc 

22.コメント 

・実習で経験してきた内容をもとにソーシャルワークの魅力について学内外の他者に向けて
プレゼンテーションします。  
・資料や成果物の提出には webclass を使います。 
・毎回実施するグループワークには zoom を使います。 
・ワークシート作成やプレゼンテーションにパソコンが必要です。毎回持参してください。 



・必要に応じ、オフィスアワーを活用して個別スーパービジョンを受けて自己覚知を促して
ください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

オリエンテーション（授業の目的、進め方、評価方法
など） 
・「実習を終えて」をテーマにブレーンストーミング
を行う 
・カードワークでまとめた内容をグループごとに発表
する 

【今回の復習】 
・発表によってわかったこと、感じたことを
ワークシートに記入し、まとめる(180) 
【次回の予習】 
・実習記録を読み返しておく（60） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

実習のふりかえり 
・実習記録を読み返し、自分の変化を整理する 
・印象に残ったエピソードを抽出し、それに共通する
言葉やキーワードを探る 
・グループで発表し、共有する 

【今回の復習】 
・実習ふりかえりシート(実習目標の達成度)
を記入する(180) 
【次回の予習】  
・中間プレゼンテーションのスライドおよび
レジュメ資料を各自準備する（180） 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

中間プレゼンテーションに向けた準備 
・プレゼンテーションのリハーサルを行い、相互にア
ドバイスを行う。 

【今回の復習】 
・スライドおよびレジュメ資料を各自準備す
る（360） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

「相談援助実習指導Ⅰ」において実習報告会 
・中間プレゼンテーション①(15%)  
・相談援助実習指導Ⅰにおいて、3 年生に対して実習
を通した自らの学び、ソーシャルワーカーとしての課
題について報告を行う。 

【提出物】 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 20% 
【今回の復習】 
・中間プレゼンテーションのふりかえりをす
る(180) 
【次回の予習】 
・最終プレゼンテーションに向けて発表内容
の整理をする（180） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

「相談援助実習指導Ⅰ」において実習報告会 
・中間プレゼンテーション②(15%)  
・相談援助実習指導Ⅰにおいて、3 年生に対して実習
を通した自らの学び、ソーシャルワーカーとしての課
題について報告を行う。 

【提出物】 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 20% 
【今回の復習】 
・中間プレゼンテーションのふりかえりをす
る(180) 
【次回の予習】 
・最終プレゼンテーションに向けて発表内容
の整理をする（180） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

実習プロセスに沿った学びの一般化① 
・「職場実習」の段階においてエピソードを選び、そ
の理由をグループで話し合う 

【今回の復習】 
・職場実習 
・グループで話し合った内容を、ソーシャル
ワークの基本理念、援助原則、援助方法など
の知識を使い、理論的に説明する(180) 
【次回の予習】 
・職種実習の段階についての実習記録を熟読
し、気になった点に付箋をはってくる(180) 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

実習プロセスに沿った学びの一般化② 
・「職種実習」の段階においてエピソードを選び、そ
の理由をグループで話し合う 

【提出物】 
・職場実習 
【今回の復習】 



・職種実習 
・グループで話し合った内容を、ソーシャル
ワークの基本理念、援助原則、援助方法など
の知識を使い、理論的に説明する（180） 
【次回の予習】 
・ソーシャルワーク実習の段階についての実
習記録を熟読し、気になった点に付箋をはっ
てくる（180） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

実習プロセスに沿った学びの一般化③ 
・「ソーシャルワーク実習」の段階においてエピソー
ドを選び、その理由をグループで話し合う 

【提出物】 
・職種実習 
【今回の復習】 
・ソーシャルワーク実習 
・グループで話し合った内容を、ソーシャル
ワークの基本理念、援助原則、援助方法など
の知識を使い、理論的に説明する（180） 
【次回の予習】 
・実習プロセスに沿った学びの一般化につい
てまとめる（180） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

実習のふりかえりと課題整理① 
・実習経験の中から「クライエントのニーズ把握」に
関連する事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・ソーシャルワーク実習 
【今回の復習】 
・ニーズ把握 
・「ニーズ把握」に関する課題の解決方法に
ついて、実習およびこれまでの授業で学んだ
ことをまとめる（180） 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「クライエントのニーズ
把握」に関連する事例を抽出する（90） 
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

実習のふりかえりと課題整理② 
・実習経験の中から「人々との関係形成の力」に関連
する事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・ニーズ把握 
【今回の復習】 
・他者との関係形成 
・「他者との関係形成」に関する課題の解決
方法について、実習およびこれまでの授業で
学んだことをまとめる（180） 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「人々との関係形成の
力」に関連する事例を抽出する(90)  
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

実習のふりかえりと課題整理③ 
・実習経験の中から「援助関係形成の力」に関連する
事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・他者との関係形成 
【今回の復習】 
・援助関係形成 
・「援助関係形成」に関する課題の解決方法
について、実習およびこれまでの授業で学ん



だことをまとめる（180） 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「援助関係形成の力」に
関連する事例を抽出する(90)  
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

7/8 
【第 23 回】 
【第 24 回】 

実習のふりかえりと課題整理④ 
・実習経験の中から「働きかける力」に関連する事例
を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・援助関係形成 
【今回の復習】 
・働きかけ 
・「働きかけ」に関する課題の解決方法につ
いて、実習およびこれまでの授業で学んだこ
とをまとめる 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「働きかける力」に関連
する事例を抽出する(90) 
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

実習のふりかえりと課題整理⑤ 
・実習経験の中から「人々と連携する力」に関連する
事例を抽出し、グループで共有する。 

【提出物】 
・働きかけ 
【今回の復習】 
・他者との連携 
・「他者との連携」に関する課題の解決方法
について、実習およびこれまでの授業で学ん
だことをまとめる 
【次回の予習】 
・実習記録を読み、「人々と連携する力」に
関連する事例を抽出する（90）  
・総括レポートおよび最終プレゼンテーショ
ンに取り組む（90） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

実習報告会 
・最終プレゼンテーション①(15%) 
 

【提出物】 
・他者との連携 
・実習総括レポート 40％ 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 30％ 
【今回の復習】 
・学びのふりかえりに取り組む（360） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

実習報告会 
・最終プレゼンテーション②(15%) 
 

【提出物】 
・プレゼンテーションのスライドおよびレジ
ュメ 30％ 
【今回の復習】 
・学びのふりかえりに取り組む（360） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS403-
A01 

2.科目名 スクールソーシャルワーク実習指導 3.単位数 1 

4.授業担当教員 ⻄野緑 

5.授業科目の区分 専攻選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 スクールソーシャルワーク
養成課程認定 

11.先修条件 スクールソーシャルワーク論とスクールソ
ーシャルワーク演習を履修済み 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、実習計画作成 
16.履修制限 5 人程度 

17.授業の目的と概要 

【目的] この授業は、自ら課題を設定し、実習計画を作成することで、目的を持って実習に
望むことができるような意識を身につけることを目的とする。 
【概要】 
この授業は、学校での実習に向けて、学校や学校組織についての理解を深め、実習校や地域
の特徴を調べ、実習計画を作成する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（2）社会的貢献性、（4）問題発見・解決力の学修に関連してい
ます。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
① 実習校のある地域や学校の特徴を調べる。 
② 子どもや学校に関する自分の関心を深め、実習における自分の目的が発見でき
る。 
③ ①や②を踏まえて、実習計画を作成する。 
④ 自分の実習計画を授業で説明できる。 
 

19.教科書・教材 
大塚美和子・⻄野緑・峯本耕治編（2020）『「チーム学校」を実現するスクールソーシャルワ
ーク』,明石書店． 
担当者が適宜資料を用意する。 

20.参考文献 

．大塚美和子・⻄野緑・峯本耕治（2020）『「チーム学校」を実現するスクールソーシャルワ
ーク』，明石書店． 
⻄野緑（2018）『子ども虐待とスクールソーシャルワーク チーム学校を基盤とする「育む
環境」の創造』，明石書店． 
門田光司・奥村賢一(2009 年）『スクールソーシャルワーカーの仕事 学校ソーシャルワー
ク実践ガイド』中央法規 
米川和雄(2010）『スクールソーシャルワーク実習・演習テキスト』北大路書房 
 

21.成績評価 

○授業のまとめシート 20％（当日の学びのポイントと自分の考えたことをまとめ、担当教
員は毎回フィードバックする） 
○実習計画書＝40％ 
○総括試験＝40％ 
 

22.コメント 
スクールソーシャルワーク論やスクールソーシャルワーク演習を受講し、学校へ実習に行く
人を対象とする。具体的な実習校を決め、目的を持って実習を行うための準備を行い、実り
の多い実習となることをめざす。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等で、受講生からの質問等への対応をする。 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

「スクールソーシャルワーク実習について」 
授業の説明 
スクールソーシャルワーク実習の意義 
 

実習の意義を復習し、自分のモチベーション
を確認する。 

第 2 回 

④グループワーク 
「スクールソーシャルワーカーの一日」  
「スクールソーシャルワーカーの一日」を知って、実
習の流れを理解する。 
 

ワークシートをまとめる。 

第 3 回 
④グループワーク 
実習計画の説明 

実習計画の内容 6 項目について、自分なり
の考えをまとめる。 

第 4 回 

④グループワーク 
講義「スクールソーシャルワークに関わる法律」と実
習計画の作成 
 

◆ノートパソコン使用◆ 
自分の関心のある法律について調べる。 

第 5 回 

④グループワーク 
「スクールソーシャルワークに関わる理論」実習計画
作成 
・実習で学びたい理論について考える。 

◆ノートパソコン使用◆ 
実習計画を進める。 

第 6 回 
④グループワーク 
講義「実習する市のネットワーク」と実習計画作成 

◆ノートパソコン使用◆ 
 ○関連する実習先の市町村の教育機関や福
祉機関やシステムについて調べる。 
 

第 7 回 
⑤プレゼンテーション 
実習計画を完成させ、クラスで発表できるようにす
る。 

◆ノートパソコン使用◆ 
実習計画を発表できるように、仕上げて、プ
レゼンテーションの練習をする。 

第 8 回 

実習計画発表会 
⑤プレゼンテーション 
「実習記録の方法についての理解」 
実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務に
ついての理解 
 

他の人の実習計画の発表を聴き、参考になっ
たことをまとめる。次回提出する。 

第 9 回 

④グループワーク 
「SSW の 1 学期の生活、2 学期の生活」 
資料をもとに、1 学期と 2 学期の ssw の活動をイメ
ージする。 
 

ワークシートを記入し、次回提出する。 

第 10 回 

⑤プレゼンテーション 
実習の振り返り 
クラスで実習日誌をもとに、発表する。 
 

実習記録の書き方を確認し、必要な場合は実
習日誌の書き方を修正する。 

第 11 回 

④グループワーク 
「SSW 実習の振り返りと学校環境・地域環境のアセ
スメント 
○自分の学校環境、中学校区環境をアセスメントす
る。 

実習日誌に学校環境や地域環境のアセスメン
トの視点を取り入れる。 



 

第 12 回 

④グループワーク 
「SSW 実習の振り返りと教室環境のアセスメント」 
○自分の実習校の教室環境をアセスメントする。 
 

実習日誌に教室環境の視点を意識して記述す
る。 

第 13 回 

⑤プレゼンテーション 
「実習の振り返りと個別事例への注目」 
 ・一人の子どもに焦点を当て、アセスメント・シー
トに記述する方法を学び、選んだ事例の概要を発表す
る。 
 

個別事例のアセスメント・シートの作成を始
める。 
 

第 14 回 

「SSW 実習を振り返って」 
④グループワーク 
 ・SSW 実習前半を振り返って、SSW 実習で得たこ
とや課題を考え、報告し合う。 
 

自分の実習と SSW 論・SSW 演習で学んだ
こと、参考書に書かれていることの共通点と
相違点を分析し、学校と SSW の活動をアセ
スメントする。 

第 15 回 
総括試験とまとめ 
 

実習指導で学んだことを実習に活かせるよう
に、実習指導の学習を振り返る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS404-
A01 

2.科目名 スクールソーシャルワーク実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄野緑 

5.授業科目の区分 専攻選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 
スクールソーシャルワーク
養成課程認定 

11.先修条件 
スクールソーシャルワーク論、スクールソ
ーシャルワーク演習、スクールソーシャル
ワーク実習指導を受講済み 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 5 名程度 

17.授業の目的と概要 

【目的】この授業は、自ら課題設定した実習計画に従って、学校でスクールソーシャルワー
ク実践することを目的とする。 
【概要】この授業は、実際に学校に配置されているスクールソーシャルワーカーの指導を受
けながら、学校での実習を行う。週 1 回、同じ曜日に SSW の配置されている中学校区の小
学校および中学校で実施する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（2）社会的貢献性、（5）コミュニケーションスキルの学修に関
連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
・実際のクラスに入って、子どもの行動や関係性をアセスメントしながら子どもや学級全体
への支援を行う。 
・学校で行われるケース会議や支援会議に SSW と共に参加し、ケースや学校組織および
SSW の仕事への理解を深め、説明できる。 
・関係機関が参加する連携ケース会議に参加し、学校と関係機関との繋がりや課題を整理す
る。 
 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 適宜、紹介する 

21.成績評価 

①実習日誌（10 日分）40％ 
②実習校での評価 40％ 
③実習報告書の発表と総括レポート＝20％ 
 

22.コメント 

週 1 回の実習で、実際に学校に入り、子どもや教職員と関わりながら、SSW について活動
をすることは、貴重な経験となる。実習中の巡回指導や大学の授業での振り返り等で、実習
中の葛藤を乗り越え、自分と向き合う良い機会となり、大きな達成感を味わうことができ
る。 

23.オフィスアワー 
スクールソーシャルワーカーを通して、あるいは個別のメールで、受講生からの質問等への
対応をする。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

⑤プレゼンテーション 
実習校訪問 
・校⻑先生へのあいさつ 
・実習担当教員と現場の ssw と実習生とで、実習の
打ち合わせ 

SSW 実習について習ったことを整理し、わ
からないことは質問できるようにする。 



  実習の動き方 
  実習の諸注意や確認事項など  
 

第 2 回 

⑥実習 
「学校になじむ」（規律遵守：状況に応じて必要なマ
ナーやルールを考え、協調的に行動する） 
 ○学校をアセスメントする。 
 

実習日誌をそできるだけ早く記述し、現場の
指導者に見てもらう。 

第 3 回 

⑥実習 
「好奇心を持つ」（知的好奇心：習得した知識・技能
と学校の現象を関連づけて、新たな疑問や関心につい
て積極的に学ぼうとする） 

学校の特徴や地域の課題など、実習計画との
差異をまとめる。 

第 4 回 
⑥実習 
多様な子どもたちに関わる際に、客観的・理性的に受
け入れ、柔軟な思考や行動ができる。 

実習日誌を書く。 

第 5 回 
⑥実習 
共感的態度：子どもの感情や思考や行動、教職員の感
情などを理解し、共感を示すことができる 

子どもや教職員に対して、共感的に関われて
いるか、自分自身を振り返る。 

第 6 回 

授業（帰校）グループワーク①   
実習で上手くいっていることと課題の整理 
グループワークで他の人の意見を聞き、自分の上手く
いっていることと課題を整理し、課題に対する方策や
対応をまとめる。 
 

友だちの実習報告を聞き、自分の実習を振り
返る。 

第 7 回 

⑥実習 
教職員や SSW から収集した情報を分析・解釈し、子
どもの行動のアセスメントに活用することができる。 
 ○観察や聞き取りや記録などから積極的に情報を収
集し、気になる子どもの行動の背景をまとめる。 
 

実習日誌を書く。 

第 8 回 

⑥実習 
客観的な事実や理論に基づいて状況を判断し、自分な
りの仮説を組み立てることができる。 
気になる子どもの背景から自分なりの仮説と手立てを
まとめる。 

実習日誌を書く。 

第 9 回 

⑥実習 
巡回指導「計画・実行力：自ら立てた計画の進行状況
を検証およひ修正しながら活動することができる」 
実習担当教員と現場 SSW と実習生とで実習を振り返
り、課題を出し、実習の検証や修正について、話し合
う。 

自分の立てた実習計画を見直し、場合によっ
ては実習の内容を修正する。 

第 10 回 
⑥実習 
自分の思いや考えをわかりやすく効果的に表現するた
めに、状況に応じて様々な方法を使うことができる。 

自分自身のコミュニケーションの取り方を振
り返る。 

第 11 回 
 

授業（帰校）グループワーク②  
自分の設定した課題についての発見や葛藤について話
し合う。 

グループワークを踏まえて、自分の考えをま
とめる。次回提出する。 



第 12 回 

⑥実習 
他者の発言や文章の内容を理解した上で、自分と他者
の主張の接点を見い出し、意見交換を重ね、合意に向
けて調整ができる。 

実習日誌を書く。 

第 13 回 
⑥実習 
自分で設定した目標の実現に向けて積極的に取り組
み、やり遂げられるまで継続することができる。 

自分で決めた注目児童についてのアセスメン
トシートの作成を始める。 

第 14 回 

⑤プレゼンテーション 
授業 実習報告書作成  
実習報告書を完成し、プレゼンテーションの練習をす
る。 

実習日誌に漏れがないか、最初から見直す。 

第 15 回 
⑤プレゼンテーション 
成果報告会 
実習の成果を発表し、3 年生への質問に答える。 

実習日誌を提出できるようにする。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2109-
Y51 

2.科目名 ヘルスツーリズム論 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村典芳 

5.授業科目の区分 

専門科目 
観光分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 ３年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

我が国において医療費の高騰が社会問題化する中、予防策としての健康サービスの重要性が
クローズアップされている。経済産業省では、「健康サービス創造研究会報告書」におい
て、健康サービスのあり方について具体的なモデルを提示しており、その一例として地域資
源を活用した健康プログラムとしてウエルネスツーリズムを取り上げている。ウエルネスツ
ーリズムは、観光サービスと健康サービスの両側面を有するが、本講座では特に温泉療法、
運動療法、森林セラピーなどの自然療法に着目し、我が国におけるウエルネスツーリズムに
求められる要素及び今後の施策の方向性について学ぶ。この講座は、３年時以降の専門分野
の研究の基礎となるテーマについて学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はデイプロマ・ポリシー の「１．自律的で主体的な態度」と「２．社会
に能動的に貢献する姿勢」「３．多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力」「６．専門
知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
１．ウエルネスツーリズム（概念、現状、課題、関連療法など）について実例をあげて説明
できる。 
２．ウエルネスツーリズムによる地域開発の重要性について論述することができる。 

19.教科書・教材 
「ヘルスツーリズムによる地方創生」（2016）⻄村典芳、カナリアコミュニケーションズ 
毎回、資料を Webclass に UP します。 

20.参考文献 

荒川雅志「ウエルネスツーリズム」フレグランスジャーナル２０１７ 
宮崎良文「森林医学」朝倉書店２００６ 
宮崎良文「森林医学Ⅱ」朝倉書店２００９ 
石川理夫「温泉巡礼」ＰＨＰ研究所２００６ 

21.成績評価 

毎回プリントを Webclass に UP します。その内容をしっかりと復習して期末レポートに役
立てること。 
・期末課題レポート６０％、小レポート４０％ 
毎回、講義内容に関する小レポートの提出を求める。 
 

22.コメント 

ヘルスケア分野と関連する話をしますので、興味を広く持って授業に臨んで下さい。また、
講義内容に関する発展課題への取り組みを重視しています。欠席した場合は、欠席回の講義
プリントを Webclass に UP します、必ず自ら補習しておくこと。また講義内容の理解が困
難な場合は、積極的に質疑を行い疑問を残さないこと（メール可）。 

23.オフィスアワー 個人研究室：木曜昼休み 
学習支援センター：木曜 3 限目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ウエルネスとは、到達目標、講義計画、評価、参考資
料、自己紹介 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
ウエルネスについて学んだことを復習 



【第 2 回】 
ウエルネスツーリズムの概念 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 2 回学習内容復習 

【第 3 回】 
森林セラピーとは 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 3 回学習内容復習 

【第 4 回】 日本の森林セラピー 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 4 回学習内容復習 

【第 5 回】 
世界の森林セラピー 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 5 回学習内容復習 

【第 6 回】 
健康保養地とは 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 6 回学習内容復習 

【第 7 回】 
食事療法 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 7 回学習内容復習 

【第 8 回】 事例研究（厚生労働省健康増進施設について） 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 8 回学習内容復習 

【第 9 回】 日本のヘルスツーリズム事例研究 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 9 回学習内容復習 

【第 10 回】 
ウエルネスツーリズムによる地方創生 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 10 回学習内容復習 

【第 11 回】 
ウエルネスウォーキングとは 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 11 回学習内容復習 

【第 12 回】 
温泉文化「温泉巡礼」 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 12 回学習内容復習 

【第 13 回】 
温泉医学と科学 
講義終了後、小レポートを提出 期末課題レポート提
出 

授業外学習 
第 13 回学習内容復習 

【第 14 回】 「湯治」の事例研究 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 14 回学習内容復習 

【第 15 回】 ふりかえり 
講義終了後、小レポートを提出 

授業外学習 
第 15 回学習内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2115-
Y51 

2.科目名 ホスピタリティ論 （2/2）（2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2018 年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目ホスピタリティマネジメントとはホスピタリティ産業における経営管理を意味しま
す。 
具体的には、学術的な側面として Hospitality と Service の違いを明確にします。どちらも
その行為を受けた人は良い気分になるでしょう。この 2 つの言葉の違いを、その語源、宗
教、歴史から学びます。そして、日本語としての「おもてなし」のルーツを考察します。 
次に、ホスピタリティ産業おける製品・サービスとな何か。製品価値を上げる企業戦略は何
か。最も重要されるコア・コンピタンスとして企業の差別化するにはどうすればよいか。そ
の答えを、国内外で評価される企業の事例を考察することで履修者自身が理解を深めていき
ます。学修を通して履修者が自ら課題の発見や解決の糸口を見付け出すことが講義の目的で
す。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 
授業は講義、グループワーク、ディスカッション、発表で構成されます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は dp（ディプロマポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）(6)専門的知
識・技術の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ホスピタリティとサービスを語源や歴史的観点から理解し説明できる。 
②ホスピタリティの事例から成功要因を理解し説明できる。 
③ホスピタリティ産業のマネジメント手法を理解し、説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 
Kotler ”Marketing for Hospitality and Tourism ” PEARSON 
服部勝人『ホスピタリティマネジメント入門』丸善 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
?ミニッツペーパーの提出と理解度（30％）［学修目標?〜③に対応］ 
②課題レポート（20％）第 1 回・第 5 回［学修目標②に対応］webclasaa 参照 
③総括試験（50％）［学修目標①〜③に対応］ 

22.コメント 

グローバル化する現代社会において、ホスピタリティビジネスは重要な産業です。ホスピタ
リティを理解することは市場での差別化に通じます。また、異文化への理解を深めることで
円滑なコミュニケーション力を身に付けます。国際社会で活躍するグローバル人財にとって
は、ホスピタリティマネジメントは必修の学びです。ホスピタリティをキーワードにマネジ
メントをおこなうことで顧客と従業員の間にに「真実の瞬間」を作り出します。知識の習得
ではなく、自身で考えることが狙いです。 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 



23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

講義：なんとなく分かるようで分からない
「Hospitality と Service の語源と概念」 

PC またはタブレット等は全回で必要 
予習：ホスピタリティ体験をまとめノートに
整理してまとめること。 
＊課題「自分自身で体験したホスピタリティ
をレポートにまとめること。Word 1000 字
以内 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 2 回 
講義：ハリウッドスターをはじめ欧米人は何故ボラン
ティアする人多いの「Hospitality の歴史 キリスト
教における宗教的意義」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：航空会社、ホテルの価格の変化を調べ
ノートに整理すること。 

第 3 回 
講義：家電の販売と航空座席の販売とどう違うの「ホ
スピタリティ産業の製品特性」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「顧客の為に製品・サービスを提供す
るとはどのような事か」調べ意見をまとめて
おくこと。 

第 4 回 
講義：なんか難しそうだぞ「新概念としてのホスピタ
リティマネジメント」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：ホスピタリティ製品をどこで購入でき
るか調べてノートに整理すること。 

第 5 回 

講義：ビジネスが変化する理由はどこにあるのか「ホ
スピタリティ産業におけるマーケティング 4P とは何
か」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「経営者は従業員にどの様に接すれば
よいか」を調べ考えておく。 
＊課題「従業員のモチベーションを高めるた
めにどの様にすればよいかあなたの考えをレ
ポートにまとめること。word1000 字以内。 
 

第 6 回 
講義：アルバイト先の朝礼、大きな声で社訓それって
必要なの？「企業理念とビジョンを考える・・・」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「自分の来年の目標を設定してみよ
う。」但し具体的な実行案を考えること。 
 

第 7 回 
講義：目標は設定するが、出来ないあなたへ伝授「目
標設定と PDCA」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「変なホテル」について調べてる。 
 

第 8 回 
講義：変なホテルでロボットが接客するって労働生産
性と関係あるの「労働生産性向上の方策」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：体験した良いサービスの価格について
まとめておく。 

第 9 回 
講義：ご存知かな、無料のサービスはない「顧客サー
ビスサービスの収益化」 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：過去にアルバイトなどで苦情を受けた
などの経験を整理してノートに整理するこ
と。 
 

第 10 回 
講義：私は寝てないんだからの一言で会社が倒産「広
報とリスクマネジメント」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：「The Ritz Carlton Hotel」についてＨ
Ｐなどで調べる。 
 

第 11 回 
講義： レクサス店出店に伴いトヨタ自動車も研修
「事例研究：ザ・リッツカールトンホテルのホスピタ

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：自動車販売店のＨＰをから業務を内容



リティを考察する」DVD を調べるノートに整理すること。 

第 12 回 

講義：車を売らないカーディーラーが売上 No.1「事
例研究：ネッツトヨタ南国の驚異の販売力とホスピタ
リティを考察する」DVD 
 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：道頓堀ホテルの HP からホテルの内容
を調べノートに整理すること。 

第 13 回 
講義：ビジネスホテルなのに就職したいと思わせる使
命感に溢れた企業「事例研究：使命感で働く道頓堀ホ
テルの軌跡」DVD 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：カーディーラーレクサスについて調べ
ノートに整理すること。 

第 14 回 
講義：ベンツに挑戦するレクサス「レクサスのマーケ
ティング」 

復習：講義ノートの整理と復習 
予習：１回〜14 回の復習をし、疑問点をノ
ートに整理すること。 

第 15 回 
まとめ 
総括試験 

復習：講義ノートの整理と復習 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2203-
Y51 

2.科目名 観光交通産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 
【概要】 
 飛行機、鉄道、バスに代表される交通機関は主として観光を構成する媒体として位置づけ
られるものの、観光コンテンツは観光客の移動によって演出されます。また、見る場所や位
置によってその観光要素は変化し、同じ景色でもバスと電車の車窓からでは結果的に違う景
観を見せる「場を提供する」という役割も持っています。この視座から見れば交通手段は観
光風景の多様性を醸し出す手段と言えます。 
 さらに、交通期間はは単なる移動手段としての役割のみならず、乗り物自体が観光資源と
しての役割を演じるケースも多くみられます。このように観光における交通機関には、単に
移動手段としての媒体のほか、観光地の魅力向上の仕掛けとしての役割を持つ観光には欠か
せない要素です。 
この授業では交通産業を観光と連携した視点から学びます。 授業内では毎回復習を兼ねた
ディスカッションを行います。 
【目的】 
 この授業では交通と観光が相互に及ぼしあう影響や効果を十分に理解し、社会課題解決と
交通機関が果たす経済的価値を学ぶことを目的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 観光交通の基礎を理解し、問題と課題について説明出来るようになる。 
② 交通ビジネスの役割や重要性を理解し、経済的価値の観点で説明出来るようになる。 
③ 交通ビジネスが社会との関わりの中でどのような役割を果たして、社会的価値を与える
かを 
  提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 観光交通ビジネス 塩見英治編著 成山堂出版 ISBN978-4-425-92881-1 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％ 【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト         40％ 【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】 
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え



ることを予め理解しておくこと 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由でも 

22.コメント 

交通機関は観光のための単なる移動手段としてではなく、近年では過疎化、高齢化や観光公
害などの社会問題の解決に期待が寄せられています。このような時代背景において観光とい
う産業と社会課題の双方から交通という概念にアプローチすることで、交通機関の意義の理
解を深めます。 
講義中にディスカッションを予定しているので、旅行ビジネスついての発言が出来るように
積極的な姿勢で授業に参加をお願いします。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
-講義概要 授業の進め方 

印象に残る交通体験 

2 回目 
観光の発展と交通機関 
-観光交通の特徴 

印象に残る観光体験 

3 回目 
観光交通サービスの特性と観光交通ビジネスの展開 
-観光交通ビジネスとサービスの展開 印象に残るサービス体験 

4 回目 観光政策の変遷と観光交通ビジネス 
-観光政策と観光交通 

印象に残る交通の変化 

5 回目 旅行会社と交通機関① 
-様々なビジネスモデルの中での旅行会社と交通機関 

印象に残る旅行会社 

6 回目 
旅行会社のグローバル化 
-海外旅行における交通手配と特徴 

印象に残る海外体験 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 前半振り返り 

8 回目 

① 地域の活性化・まちづくりと観光・交通
（神姫バス） 
-地域活性化のための観光・まちづくりにおける交通
機関の役割 
 

印象に残るバス体験 

9 回目 

② 交通事業者が取り組む観光を軸とした地域
づくり・まちづくり（神姫バス） 
-人口減少・超高齢化社会に直面するわが国におい
て、ネクストノーマル時代における地域観光の在り方 

印象に残るまちづくり体験 

10 回目 

③ With コロナ After コロナの旅行「新しい旅
のかたち」（神姫観光） 
-新型コロナウイルスの影響により、最も大きな影響
を受けた観光業。 

印象に残る新たな旅行体験 

11 回目 航空ビジネスと観光 
-日本における航空政策の展開 

印象に残る飛行機の体験 

12 回目 空港ビジネスと観光 
-観光における空港の機能と役割 

印象に残る空港体験 

13 回目 
鉄道ビジネスと観光 
-観光における鉄道の役割 

印象に残る鉄道体験 



14 回目 
後半確認テスト 
 

確認テスト予習 

15 回目 
全体振り返り 
レポート作成 
 

全体振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2204-
Y51 

2.科目名 観光経済論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

経済学はお金だけでない、全ての有限なモノを効率的に分配するための手法を考える学問で
す。住まい、健康、恋愛、働き方、食事といったジャンルも経済学の対照です。経済学の知
識は何を選んで何を捨てるかという意志決定をするときの客観的なツールとしても役立ちま
す。 
この講義の目的は、マクロ経済学、ミクロ経済学、計量経済学、ファイナンス経済学、観光
経済学の基礎を学びます。 
最終目標は上記の内容を皆さんがプレゼンできることです。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）自律性、（４）問題発見・解決力、（６）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 崔真淑『日常が学びに変わる！経済学の本』（翔泳社、2019） 
20.参考文献  
21.成績評価 積極的授業参加度・発表 45％、総括試験 55％ 

22.コメント 授業中にマイクを回して順に教科書を読んでもらうので、必ず教科書を購入して持参するこ
と。 

23.オフィスアワー 授業終了後又はメール 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（１） 
ミクロ経済学の全体像 
需要と供給 
インセンティブ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 2 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（２） 
需要・供給の価格弾力性 
限界効用 
ゲーム理論 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 3 回 
家計や企業を考える「ミクロ経済学」（３） 
情報の非対称性 
モラルハザード 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 4 回 
家計や企業を考える「ミクロ経済学」（４） 
逆選択 
シグナリング 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点



コーポレートガバナンス を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 5 回 

国全体を考える「マクロ経済学」（１） 
政府と中央銀行の役割 
合成の誤謬 
財政政策と金融政策 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 6 回 

国全体を考える「マクロ経済学」（２） 
GDP、再分配 
インフレーションとデフレーション 
失業の種類 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 7 回 

家計や企業を考える「ミクロ経済学」（３） 
比較優位 
トリレンマ 
市場の論理 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 8 回 

道具としての「計量経済学」 
代理変数 
平均・分布・分散 
OLS 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 9 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（１） 
ファイナンス理論とは？ 
単利と複利 
現在価値と将来価値 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 10 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（２） 
徴税権 
景気のバロメーター 
株主の権利 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 11 回 

お金の流れがわかる「ファイナンス理論」（３） 
効率的市場仮説 
金利平価説 
ブロックチェーン 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 12 回 
経済と観光（１） 
経済効果の向上施策 
観客を増やす 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点



消費単価を増やす 
域内調達率の向上 

を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 13 回 
経済と観光（２） 
アフターコロナの観光はどうなる？ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 14 回 
総復習 
総括試験 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 15 回 総復習 
総括試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2206-
Y51 

2.科目名 現代航空事情 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 基幹科
目 専攻コア 

6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 
２年生以上 
※2018 年入学の学生 

10.取得資格の要件  11.先修条件 エアラインビジネスまたは航空ビジネス論 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義ではエアラインビジネスを基盤として、大手航空会社の経営戦略を先ず学びます。
特に現代の国際線を運航する大手航空会社（FULL SERVICE AIRLINE=FSC)のネットワーク
戦略の基本と他エアラインとの提携戦略について理解することができます。また、マイレー
ジやコストマネジメントなどの企業戦略について、そのポイントをレストラン経営など身近
な例から解説します。次にローコストキャリア（LCC)の経営についてその特徴と具体的な
コスト削減の活動内容を学ぶことができます。そしてＬＣＣがＦＳＣとは全く異なるビジネ
スモデルであることを講義により解説します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(2)社会的貢献性】【(4)問題発見・解決
力】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連しています。 
本科目の学習目標は以下のとおりです。 
①大手航空会社の基本的な経営戦略について学ぶことができる。特に航空会社の商品である
航空路線の展開に関するネットワーク戦略について基本的な考え方を学ぶことができる。 
②在庫が出来ない商品を扱う航空会社の収入戦略、コストマネジメント、マイレージなどの
顧客戦略について、レストランの経営を例題に詳しく解説し、その基本的な戦略を学 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 航空産業入門（第 2 版） 発行：東洋経済新報社 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・40 点 （講義に出席し、講義中に
ポイントを掴み、配布する資料に要点を記入する）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する）※学習目標①、②、③に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通して航空会社のオペレーションのポイントを理
解し、考察することができる）※学習目標①、②、③に対応 

22.コメント 
現代航空事情では、エアラインビジネスにおいて学んだ航空業界のビジネスの仕組みを基盤
として、航空会社の経営戦略を学びます。ANA や JAL に代表される大手航空会社の戦略と
台頭著しいＬＣＣ（ローコストキャリア）の戦略を比較していきます。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】
  
 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第２回】
  

講義 エアラインの特性とコロナ危機 
エアライン事業の特性ならびにコロナ危機の影響につ

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 



 いて説明し、今後のエアライン事業の将来性について
考察する。 

【第３回】 

講義 ハブ＆スポーク戦略とアライアンス 
現在の大手航空会社が採用するハブ＆スポーク戦略を
詳述し、また、その戦略を更に深めるハブ空港におけ
る対応や海外他社との提携（アライアンス）の必要性
について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義 レベニューマネジメント戦略 
航空産業の特性を踏まえ、座席管理の仕組みと価格と
の連動について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義 マイレージ戦略 
エアラインが進めるマイレージ戦略を中心とした対顧
客サービスについてケーススタディにより説明し、そ
の戦略について考察する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 

講義 生産性の向上とコストマネジメント 
航空機の購入など多額の固定費を負担するエアライン
におけるコストマネジメントとＩＴ導入などによる生
産性向上の仕組みを解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義 職掌制度と人材マネジメント 
労働集約型産業であるエアラインの様々な職種の役割
とその人材要件を解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 
講義 安全管理 
エアラインにとって必須命題である安全運航につい
て、その具体的な内容を詳述する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 

講義 貨物事業戦略 
旅客運送とは異なり、コロナ拡大下においても収入を
確保している航空貨物事業と貨物のオペレーションに
ついて説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義 ＬＣＣの誕生と成⻑ 
ＬＣＣが誕生した背景について米国における規制緩和
と関連して解説する。またその後のＬＣＣの急成⻑の
理由を掘り下げて考察する。 
第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義 ＬＣＣの戦略① 
ＬＣＣにおけるオペレーションにおける様々なコスト
削減の仕組みを学習する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義 ＬＣＣの戦略② 
ＬＣＣにおける予約販売よびアンシラリー収入に関す
る様々な活動について学習する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義 ＬＣＣのビジネスモデル 
ＬＣＣは単なるコスト削減ではなく、大手航空会社と
は全く異なるビジネスモデルを実現していることを説
明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義 エアラインを取り巻く現状と課題 
現代の航空会社を取り巻く現状、例えば脱炭素化社会
に向けた現状などにや空飛ぶ車などついて国土交通省

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 



の資料を基に解説する。 
 

【第１５
回】 

講義 エアラインのオペレーション 
エアラインのオペレーション全体を振り返り、重要な
ポイントを整理する。 
第 3 回小確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2208-
Y51 

2.科目名 外食産業論 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村典芳 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学生） 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地域の「食」や「食文化」を「観光資源」としてとらえた観光振興が注目されている。本講
義では、「地域の食」を「観光」と結びつけたフードツーリズムについて学ぶ。料理やワイ
ンが生まれた背景となる歴史や地理を学び、飲食への楽しみを広げる。また、飲食を提供す
るレストランや近年人気の高まるワインについての基本的な知識も身に付ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「１．健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を
自ら形成できる」と「K3．経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティ
を備え、自らを社会に役立てようとする。」の学修に関連しています。 
1.フードツーリズムに関する基礎的な知識を修得する。 
2.フードツーリズムに関する概念および定義について説明できる。 
3.フードツーリズムの歴史的展開過程を解説できる。 
4.フードツーリズムによる地域開発の重要性について論述することができる。 

19.教科書・教材 毎回、資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 
毎回プリントを配布する。その内容をしっかりと復習して期末レポートに役立てること。 
・期末課題レポート６０％、小レポート４０％ 
?毎回、講義内容に関する小レポートの提出を求める。 

22.コメント 

様々な分野と関連する話をしますので、興味を広く持って授業に臨んで下さい。また、講義
内容に関する発展課題への取り組みを重視しています。欠席した場合は、欠席回の講義プリ
ントを受け取り、必ず自ら補習しておくこと。また講義内容の理解が困難な場合は、積極的
に質疑を行い疑問を残さないこと（メール可）。 

23.オフィスアワー 個人研究室：木曜昼休み 
学習支援センター：木曜 3 限目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション 講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 1 回学習内容復習 

【第 2 回】 外食産業の現状と課題  講義終了後、小レポート提
出 

授業外学習 
第 2 回学習内容復習 

【第 3 回】 
農林水産業と外食産業  講義終了後、小レポート提
出 

授業外学習 
第 3 回学習内容復習 

【第 4 回】 
日本における外食産業の歴史的変遷  講義終了後、
小レポート提出 

授業外学習 
第 4 回学習内容復習 

【第 5 回】 
ONSEN ガストロノミーツーリズムを通じて観光振興
の取り組み  講義終了後、小レポート提出 

授業外学習 
第 5 回学習内容復習 

【第 6 回】 教養としてのワイン  講義終了後、小レポート提出 授業外学習 
第 6 回学習内容復習 

【第 7 回】 教養としての日本酒  講義終了後、小レポート提出 授業外学習 
第 7 回学習内容復習 



【第 8 回】 事例研究（福寿）  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 8 回学習内容復習 

【第 9 回】 
事例研究（神⼾ワイナリー）  講義終了後、小レポ
ート提出 

授業外学習 
第 9 回学習内容復習 

【第 10 回】 事例研究（神⼾牛）  講義終了後、小レポート提出 授業外学習 
第 10 回学習内容復習 

【第 11 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 11 回学習内容復習 

【第 12 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 12 回学習内容復習 

【第 13 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 13 回学習内容復習 

【第 14 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 授業外学習 
第 14 回学習内容復習 

【第 15 回】 ふりかえり 期末レポート提出 授業外学習 
第 15 回学習内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2209-
Y51 

2.科目名 観光交通論 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 
【概要】 
 飛行機、鉄道、バスに代表される交通機関は主として観光を構成する媒体として位置づけ
られるものの、観光コンテンツは観光客の移動によって演出されます。また、見る場所や位
置によってその観光要素は変化し、同じ景色でもバスと電車の車窓からでは結果的に違う景
観を見せる「場を提供する」という役割も持っています。この視座から見れば交通手段は観
光風景の多様性を醸し出す手段と言えます。 
 さらに、交通期間はは単なる移動手段としての役割のみならず、乗り物自体が観光資源と
しての役割を演じるケースも多くみられます。このように観光における交通機関には、単に
移動手段としての媒体のほか、観光地の魅力向上の仕掛けとしての役割を持つ観光には欠か
せない要素です。 
この授業では交通産業を観光と連携した視点から学びます。 授業内では毎回復習を兼ねた
ディスカッションを行います。 
【目的】 
 この授業では交通と観光が相互に及ぼしあう影響や効果を十分に理解し、社会課題解決と
交通機関が果たす経済的価値を学ぶことを目的とします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 観光交通の基礎を理解し、問題と課題について説明出来るようになる。 
② 交通ビジネスの役割や重要性を理解し、経済的価値の観点で説明出来るようになる。 
③ 交通ビジネスが社会との関わりの中でどのような役割を果たして、社会的価値を与える
かを 
  提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 観光交通ビジネス 塩見英治編著 成山堂出版 ISBN978-4-425-92881-1 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％ 【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト         40％ 【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】 
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え



ることを予め理解しておくこと 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由でも 

22.コメント 

交通機関は観光のための単なる移動手段としてではなく、近年では過疎化、高齢化や観光公
害などの社会問題の解決に期待が寄せられています。このような時代背景において観光とい
う産業と社会課題の双方から交通という概念にアプローチすることで、交通機関の意義の理
解を深めます。 
講義中にディスカッションを予定しているので、旅行ビジネスついての発言が出来るように
積極的な姿勢で授業に参加をお願いします。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
-講義概要 授業の進め方 

印象に残る交通体験 

2 回目 
観光の発展と交通機関 
-観光交通の特徴 

印象に残る観光体験 

3 回目 
観光交通サービスの特性と観光交通ビジネスの展開 
-観光交通ビジネスとサービスの展開 印象に残るサービス体験 

4 回目 観光政策の変遷と観光交通ビジネス 
-観光政策と観光交通 

印象に残る交通の変化 

5 回目 旅行会社と交通機関① 
-様々なビジネスモデルの中での旅行会社と交通機関 

印象に残る旅行会社 

6 回目 
旅行会社のグローバル化 
-海外旅行における交通手配と特徴 

印象に残る海外体験 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 前半振り返り 

8 回目 

① 地域の活性化・まちづくりと観光・交通
（神姫バス） 
-地域活性化のための観光・まちづくりにおける交通
機関の役割 
 

印象に残るバス体験 

9 回目 

② 交通事業者が取り組む観光を軸とした地域
づくり・まちづくり（神姫バス） 
-人口減少・超高齢化社会に直面するわが国におい
て、ネクストノーマル時代における地域観光の在り方 

印象に残るまちづくり体験 

10 回目 

③ With コロナ After コロナの旅行「新しい旅
のかたち」（神姫観光） 
-新型コロナウイルスの影響により、最も大きな影響
を受けた観光業。 

印象に残る新たな旅行体験 

11 回目 航空ビジネスと観光 
-日本における航空政策の展開 

印象に残る飛行機の体験 

12 回目 空港ビジネスと観光 
-観光における空港の機能と役割 

印象に残る空港体験 

13 回目 
鉄道ビジネスと観光 
-観光における鉄道の役割 

印象に残る鉄道体験 



14 回目 
後半確認テスト 
 

確認テスト予習 

15 回目 
全体振り返り 
レポート作成 
 

全体振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2211-
Y51 

2.科目名 観光マーケティング論 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、「マーケティング」についての基礎的な理論を把握したうえで、観光産業
における具体的な事例を交えながら、観光ビジネスを理解することを目的としています。 
【概要】 
 新たなビジネスモデルの登場で旧来の大手旅行代理店の優位性が崩れつつあるほか、地域
発展を目指した「観光による地方創生」の効果が期待されることなど、時代の変化による
様々な要因を背景に消費者の旅行需要も変化しつつあります。これら多種多様な顧客ニーズ
を的確に捉え、顧客満足を最大化し、観光産業を発展させるためには「マーケティング」の
発想が欠かせません。 
 講義ではマーケティングの様々な機能を学び、ディスカッションを行います。その上で学
んだことを活用してグループまたは個人発表を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① マーケティングの基礎を理解し、説明出来るようになる。 
② 観光マーケティングの基礎的な理論を習得し、その役割や重要性を理解したうえで、 
  旅行業の企業活動を経済的価値の観点で説明出来るようになる。 
③ 観光事業について概略を理解し、社会との関わりの中でどのような役割を果たして 
  社会的価値を与えるかを提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）  問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 

森下晶美 編著 島川崇 徳江順一郎 宮崎裕二 『新版 観光マーケティング入門』（同友館） 
ISBN 9784496052064 
石井淳蔵・廣田章光『1 からのマーケティング』第 3 版 （碩学舎） ISBN-978-
4502665509 
須藤 廣『よくわかる観光コミュニケーション論 』（ミネルヴァ書房）ISBN
 9784623091874 

21.成績評価 

リアクションペーパー20％                      【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト 40％                      【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】  
ルーブリックを用いて評価します   
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと 



課題提出は Web ク 

22.コメント 

各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークが発生した場合、交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 授業概要の説明   
・マーケティングとは 

シラバスの確認 

2 回目 
ニーズとウォンツ 
・マーケティングの基礎となるニーズ、ウォンツの違
いや重要性 

ニーズとウォンツの復習 

3 回目 
マーケティングの定義とマーケティングミックス   
・ニーズ・ウォンツ・需要の違い 

マーケティングミックスの復習 

4 回目 
事業と商品のポジショニング 
・お客様とは STP・ポジショニングマップの復習 

5 回目 
購買行動プロセス 
・人はどのようなプロセスを経て商品を購入するのか
" 

カスタマージャーニーの復習 
 

6 回目 
旅行商品の流通 
・旅行商品がたどるお客様に届くまで" 

チャネルと OTA の復習 
 

7 回目 前半リフレクション 
前半確認テスト 

前半の振り返り 
 

8 回目 
価格戦略 
・コスト・リーダーシップ戦略、スケールメリット
(規模の経済) 

ポジションと競争戦略の復習 
 

9 回目 マーケティング環境分析 
・SWOT 分析 

環境分析の復習 

10 回目 
製品・サービス戦略 
・PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメン
ト) 

PPM とライフサイクルの復習 

11 回目 
プロモーションの種類 
・ プッシュ戦略・プル戦略 

プロモーションミックスの復習 

12 回目 
ブランド構築のプロセス 
・ブランド・アイデンティティ、デ・マーケティング 

ブランディングとマーケティングの違いの復
習 

13 回目 
消費者心理 
・リレーションシップ・マーケティング CRM 戦略の復習 

14 回目 後半リフレクション 
・後半確認テスト 

発表準備 

15 回目 全体振り返りとなるレポート提出 
・レポート作成 

発表準備 レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2305-
Y81 

2.科目名 観光プロモーション論 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
演習 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 観光プロモーションとは観光マーケティング活動における販売促進活動全般のことで、具
体的には広告・広報（PR）、セールスプロモーションなどを指します。観光地や、観光商
品・サービスの存在を多くの人に認知してもらい、認知させたい人に旅行の実施、商品・サ
ービスの購買のための動機付けをすることがその役割です。これら基本的なプロモーション
の基本的な概念を修得することを目的としています。 
【概要】 
 消費者の考え方の変遷を取り上げながら観光産業におけるプロモーション事例を学びま
す。後半は学生作成によるケーススタディとディスカッションを中心に講義を進めます。 
 その上で学んだことを活用してグループまたは個人発表を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 観光プロモーションの基礎を理解し、説明出来るようになる。 
② 観光プロモーションの基礎的な理論を習得し経済的価値の観点で説明出来るようにな
る。 
③ 観光プロモーションの基礎を理解し、社会的価値を提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)   自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4)   問題発見・解決力 
(6)   専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 必要に応じて案内します。 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％ 【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト         40％ 【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】  
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由で 

22.コメント 

ケース準備やディスカッションが必要となるので、積極的な授業参加が求められます。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークの場合、交通費がかかります。 



23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 授業概要の説明   
・観光プロモーションとは 

シラバスの確認 

2 回目 
消費者の需要とプロモーション 
・顕在と潜在の違い ニーズとウォンツの復習 

3 回目 
ブランドとプロモーション 
・PR とブランド ブランドを考える 

4 回目 オリンピック関連のプロモーション 
・レガシー 

地域プロモーションを考える 

5 回目 
カスタマージャーニー 
・ジャーニーから仮説を立てる 

カスタマージャーニーの復習 

6 回目 
イベントでのプロモーション 
・直接訴求する 

イベントプロモーションのアイデアを考える 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 前半の振り返り 

8 回目 DX と市場の変化 
・観光 DX 

DX のアイデアを考える 

9 回目 観光サービス EC 
・EC 市場の変化 

EC 市場のアイデアを考える 

10 回目 
観光プロモーションのケース発表とディスカッション 
 

ケース準備 

11 回目 
観光プロモーションのケース発表とディスカッション 
 ケース準備 

12 回目 
観光プロモーションのケース発表とディスカッション 
 ケース準備 

13 回目 観光プロモーションのケース発表とディスカッション ケース準備 
14 回目 観光プロモーションのケース発表とディスカッション ケース準備 

15 回目 
全体の振り返り 
・レポート作成 

全体の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TC2201-
Y51 

2.科目名 観光メディア論 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学生） 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、観光メディアとはなにか、どういうものがあり、どういったところで社会の
中に役立っているのかなど、様々な角度からメディアと観光との関係を解説します。 
また単に講義だけでなく、履修者自らが様々なメディアコンテンツ制作を通じ「観光」を演
出することで、より具体的に観光メディアの役割や効果、難しさなど体感できるようにしま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の ２．主体的かつ柔軟に行動し、問題
解決を図る力 と ３．多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携し
ていく力 に関連しています。 
①「観光メディア」とはなにか、どういったものであるかなど全般的な理解し説明できる。 
②「観光」というものが社会の中でどのような形でメディア化され、あるいは利用されてい
るかなど理解し説明できる。 
③自らもメディアを利用して「観光」の演出ができる。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配付または提示します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 
「観光メディア論」 遠藤英樹・寺岡伸悟・堀野正人 編著 ナカニシヤ出版（定価 2500 円
＋税） ISBN978-4-7795-0855-4 

21.成績評価 

評価の方法と配点（各課題の満点）は次のとおりです。 
・課題１〜２： 各１５点（計３０点）（学習目標①に対応） 
・課題３〜４： 各１５点（計３０点）（学習目標②に対応） 
・課題５： ２５点 （学習目標③に対応） 
・課題６： １５点 （学習目標③に対応） 
提出された課題・発表ごとに、０〜満点で評価します。 
ルーブリックによる評価を基本とします。 

22.コメント 
天候などにより、フィールドワークや授業進行に変更が生じる場合があります。 
フィールドワークは、授業時間内で行えるよう近隣地域で行いますが、施設などの入場料が
発生する場合があります。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定方
法・受講上の留意点など） 
「観光メディア」とはなにか 

復習：授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 

【第 2 回】 観光の記号とメディア① 観光の「記号」とは 復習：授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 

【第 3 回】 観光の記号とメディア② 観光の「記号」の創出 
復習：授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 

【第 4 回】 
観光の記号とメディア③ 観光の「記号」の発信 
「観光の記号とメディア」 レポート作成 【課題
１】 

復習：授業ノートの整理 
予習：フィールドワーク準備 



【第 5 回】 
身近な「記号」の発見（フィールドワーク）、報告レ
ポート作成 【課題２】 

復習：報告レポート作成 
予習：次回テーマの予習 

【第 6 回】 
メディアとツーリズム① モバイルメディアとツーリ
ズム 

復習：授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 

【第 7 回】 メディアとツーリズム② イベントとツーリズム 復習：授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 

【第 8 回】 
メディアとツーリズム③ 「聖地」とツーリズム 
「観光の記号とメディア」 レポート作成 【課題
３】 

復習：授業ノートの整理 
予習：フィールドワーク準備 

【第 9 回】 「ツーリズム」の体験（フィールドワーク）、報告レ
ポート作成 【課題４】 

復習：報告レポート作成 
予習：次回テーマの予習 

【第 10 回】 観光の発信① メディアコンテンツの作り方１ 
復習：コンテンツ制作練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 11 回】 観光の発信② メディアコンテンツの作り方２ 
復習：コンテンツ制作練習、授業ノートの整
理 
予習：フィールドワーク準備 

【第 12 回】 メディアコンテンツ制作のための取材および記録（フ
ィールドワーク） 

復習：取材内容の整理 
予習：次回授業での制作準備 

【第 13 回】 
取材記録した内容をもとに「メディアコンテンツ」の
制作① 

復習：制作状況の確認、整理 
予習：次回授業での制作準備 

【第 14 回】 
取材記録した内容をもとに「メディアコンテンツ」の
制作② 

復習：課題の仕上げ 
予習：口頭発表準備 

【第 15 回】 課題提出 【課題５】、口頭発表【課題６】、まとめ 復習：学習内容の総括、授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TC2210-
Y51 

2.科目名 自然環境保全論 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山雅男 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、さまざまな環境問題を取り扱う基礎能力を培うとともに、豊かな日本の自然
の姿を把握し、その保全の考え方を身につけることを目的とします。 
【概要】 
 植物を取り巻く主要な環境要因である光、水、大気、温度や土壌の働きについて習熟する
とともに、生物多様性の高い日本の自然への理解を深めます。また、個々の植生帯に見られ
る保全上の問題をとりあげ、いかにすれば自然を損なうことなくかかわることができるかを
考え、自然の保全についての基礎的概念を修得します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解 （4）問題発見・解決
力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 植物に影響するさまざまな環境要因について、その基本的な働きを説明できる。 
② 日本の植生について概観し、気候や文化との関わりを述べることができる。 
③ 植生におよぼす地形や地質、人為の影響を考慮し、同一気候下における生態系の多様性
を論じることができる。 
④ 身近な自然としての里山の持続可能な利用の考え方を身に付けるとともに 

19.教科書・教材 
教科書は使用しません。毎回、授業でプリントを配布します。 
 

20.参考文献 

１．岩槻邦男編・片山雅男他著『グリーンセイバー・植物と自然の基礎をまなぶ』研成社
（2002）  
  第２〜第７回の環境要因の内容が書かれています。 
２．その他、関連の文献情報は授業中に適宜紹介します。 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。  
・第７回授業で中間確認テスト         ・・・30 点   [学習目標①に対応]  
・課題１：日本の自然と文化についてのレポート ・・・10 点   [学習目標④に対応]  
・課題２：里山の自然と活用についてのレポート ・・・10 点   [学習目標④に対応]  
・第 15 回授業で総括テスト                          ・・・50 点   [総括・学習
目標①②③④に対応]  
                                  
すべての 

22.コメント 
学習内容を自らの経験・知識に照らし合わせて考えるようにしましょう。 
 

23.オフィスアワー 
授業の前後に、教室や講師控室等で、学生からの質問等への対応します。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義「環境要因と植物」   
  環境をどのように分析するのか？   
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）  
 

第２回 
 

・講義「光要因（１）光のはたらきと光合成」   
  光の重要性と植物への働き  
  効率のいい光エネルギーの利用法 無駄なく光を
利用するために 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）  
 

第３回 

・講義「光要因（２）光形態形成」   
  光刺激を利用した調節機能  
  光の力で成⻑のコントロール 
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 
 

第４回 

・講義「水要因」   
  植物にとっての水の役割  
  生命活動の源 
 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第５回 

・講義「大気要因」   
  二酸化炭素・酸素のはたらき  
  地球温暖化はなぜ起こるのか？ 
  大気汚染 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第６回 

・講義「温度要因」   
  最適温度と高温障害・低温障害 
  なぜ常緑樹の葉は冬でも凍らないのか（植物の耐
凍性） 
  ⻩葉、紅葉と落葉の仕組み 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第７回 
・講義「土壌要因」   
  土壌の作られ方  森の落ち葉の行方は？ 
・中間確認テスト 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 
 

第８回 
・講義「東アジアの植生と日本の植生」   
  日本の自然環境と豊かな植物相  
  日本の自然を理解するために 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第９回 
・講義「亜熱帯の自然と琉球文化」   
  亜熱帯多雨林の自然  
  豊かな自然にはぐくまれた琉球文化 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１０回 

・講義「暖温帯の植生と照葉樹林文化」   
  暖温帯常緑樹林の自然と照葉樹林文化  
   身近な自然を理解するために 
  中間温帯の自然 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布）                 
課題１のレポート作成 

第１１回 
・講義「里山の生態学」   
  里山の自然と保全・活用  
  人とともに生きる生物・生物とともに生きる人 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１２回 
・講義「冷温帯の植生（ブナ帯）とナラ林文化」   
  冷温帯夏緑広葉樹林と日本海多雪地の植物 
  世界遺産白神山地のブナ林 豊かな森の恵み 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 



第１３回 

・講義「奥山の自然と人の暮し  中山間地へのエコ
ツアー」     
  循環型の里山利用 持続可能な自然利用の智恵を
探る 
  汎針広混交林  北海道の自然 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１４回 

・講義「亜高山帯の植生（亜寒帯植生）」   
  亜高山針葉樹林とお花畑  追い詰められた植物
たち      ・講義「高山帯の植生 −たくまし
く生きている可憐な草花− 」   
  厳しい生育環境への適応 生き抜くためのさまざ
まな知恵 

復習：今回の復習及び授業プリントの整理  
予習：次回の予習（WebClass で資料を事前
配布） 

第１５回 ・総括テストとまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2101-
Y51 

2.科目名 国際関係論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際交流、国
際ビジネス経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科全専攻 9.履修学年 
2 年生以上（2021 年度
以前入学生） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
観光地理、地域研究科目、異文化理解を履
修済、あるいは併行して履修することが望
ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
アクティブラーニング導入科目（ディスカ
ッション、ディベート） 

16.履修制限 40 名（第１回授業にて抽選を行います。） 

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、国際ビジネス、とりわけ観光産業において重要なリスク要因となる国
際関係について、地政学的な視点からその動向や情勢の本質をみきわめ、的確なリスクマネ
ジメントを行うことができる力を身につけることを目的とします。国際関係において緊張が
高まり、混乱の中にある現在、地政学は国際関係を理解する上できわめて重要な視点の一つ
となっています。 
【概要】まず、国際関係論及び地政学の基本的な理論を学び、その上で、最新の国際情勢を
題材にし各地域の現状、変化、課題について、地政、政治・経済、歴史・文化等の多様な視
点から理解するための考察を行います。 
授業中には、教員からの質問をきっかけとした学生同士のディスカッションを行い、段階的
にディベートに向けて発信力を高めていきます。 
課題レポートは計３回です。地政学的視点から与えられた国際関係事象を調査、分析、考察
します。段階的に複雑な課題へとレベルをあげていきます。 
なお、アクティブラーニングの一環として、14 回、15 回の授業では、特定のテーマを取り
上げ、チームに分かれてのディベートを行います。ディベートの評価は、学生自身が行いま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(3) 多様な文化やその背景を理解し受
け容れる能力 （多様性理解）、 (4）問題発見・解決力に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。  
① 地政学の基本的考え方を説明することができる。 
② 国際関係理論の基本的な考え方を説明することができる。 
③ 国際関係における様々な現象の行為主体と要因について、調査・分析し、説明すること
ができる。 
④ 観光ビジネスのリスクマネジメントの観点から国際状況におけるリスク抽出ができる。 
⑤ 国際問題に関するディベ 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 

・地政学入門 改訂版/2017/中公新書/曾村保信 
・正しい戦争と不正な戦争/2008/風行社/マイケルウオルツアー 
・地政学 ー地理と戦略/ 2021/五月書房/コリン・S・グレイ , ジェフリー・スローン 
・文明の衝突/ 1998/集英社/サミュエル・ハンチントン  
・国際政治の理論 (ポリティカル・サイエンス・クラシックス 3)/2010/勁草書房/ケネス・
ウオルツ 



・貧困の基本形態-社会的紐帯の社会学/2016/新泉社/セルジュ・ポーガム 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。  
① 確認試験（第３回授業） …25 点【学習目標①②に対応】 
② 課題１：レポート …10 点【学習目標の③④に対応（ルーブリックにより評価）】 
② 課題２：レポート …15 点【学習目標③④に対応（ルーブリックにより評価）】 
③ 課題３：レポート …20 点【学習目標の③④に対応（ルーブリックにより評価）】 
④ 課題４：ディベート準備シート…10 点【学習目標の③④⑤に対応（ルーブリックによ
り評価）】 
⑤ ディベート…20 点【学習目標の③④⑤に対応（評価シートによる学生の評価） 

22.コメント 

・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 
・ディベート、ディスカッション、課題レポートに対応するためには、論文、文献、新聞記
事など最新の国際情勢に関する日常的な情報収集と予習が重要となります。 
・３回の課題レポートでは、主体的な調査活動が必要となります。新聞、WEB NEWS、ネ
ット検索や文献、資料などで複数の調査データを収集し、地政学的視点から分析・考察する
ことが求められます。日頃から国際的な時事問題にも是非関心を持って授業に臨んで 

23.オフィスアワー 
・木曜日（4 限目（メディアライブラリー）、5 限目（研究室）） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

《イントロダクション》 
本授業の目標、内容、成績評価方法、進め方等を説明
します。 
《ブロック 1》地政学とは 
①講義：「地政学とは何か」 
地政学の成り立ちと基本的な考え方、そして地政学に
内包される危険性について学びます。 

 

【第 2 回】 
《ブロック 2》国際関係理論とは 
①講義：「主要な国際関係理論」 
国際関係の基本的理論を学びます。 

 

【第 3 回】 ・確認試験 …第 1 回、第 2 回の講義についての確
認試験を行います。 

【課題①】 
課題テーマについて調査し、レポートを作成
します。 

【第 4 回】 

《ブロック 3》国際情勢を地政学の視点から観る 
①講義：「アメリカの地政学」 
アメリカの地政学的戦略を学びます。 
②ディスカッション：アメリカ政府の最新の国際的ア
クションを取り上げ、その地政学的戦略上のアクタ
ー、ファクター、インターラクションについて議論し
ます。 

 

【第 5 回】 

《ブロック 3》国際情勢を地政学の視点から観る 
①コメント：課題１のレポート返却と論評  
②講義：「ロシアの地政学」 
ロシアの地政学的戦略について学びます。 
②ディスカッション：ロシア政府の最新の国際的アク
ションを取り上げ、その地政学的戦略上のアクター、
ファクター、インターラクションについて議論しま
す。 

 



【第 6 回】 

《ブロック 3》国際情勢を地政学の視点から観る 
①講義：「中国の地政学」 
中国の地政学的戦略について学びます。 
②ディスカッション：中国政府の最新の国際的アクシ
ョンを取り上げ、その地政学的戦略上のアクター、フ
ァクター、インターラクションについて議論します。 

【課題②】 
課題テーマについて調査し、レポートを作成
します。 

【第 7 回】 

《ブロック 3》国際情勢を地政学の視点から観る 
①講義：「東南アジアの地政学」 
東南アジア地域各国、ASEAN の地政学的戦略を考察
します。 
②ディスカッション：東南アジア地域の特定国あるい
は ASEAN の最新の国際的アクションを取り上げ、そ
の地政学的戦略上のアクター、ファクター、インター
ラクションについて議論します。 

 

【第 8 回】 

《ブロック 3》国際情勢を地政学の視点から観る 
①コメント：課題２のレポート返却と論評  
②講義：「中東の地政学」 
中東地域各国の地政学的戦略について考察します。 
③ディスカッショ：中東地域の特定国あるいは
ASEAN の最新の国際的アクションを取り上げ、その
地政学的戦略上のアクター、ファクター、インターラ
クションについて議論します。 

 

【第 9 回】 

《ブロック 3》国際情勢を地政学の視点から観る 
①講義：「欧州の地政学」 
欧州圏各国、EU の地政学的戦略について考察しま
す。 
③ディスカッショ：欧州圏の特定国の最新の国際的ア
クションを取り上げ、その地政学的戦略上のアクタ
ー、ファクター、インターラクションについて議論し
ます。 

【課題③】 
課題テーマについて調査し、レポートを作成
します。 

【第 10 回】 

《ブロック 3》国際情勢を地政学の視点から観る 
①講義：「極東地域の地政学」 
日本、北朝鮮、韓国、台湾の地政学的戦略について考
察します。 
②ディスカッショ：韓国、台湾の最新の国際的アクシ
ョンを取り上げ、その地政学的戦略上のアクター、フ
ァクター、インターラクションについて議論します。 

 

【第 11 回】 

《ブロック 4》ディスカッション 
①コメント：課題３のレポート返却と論評 
②講義：「正義の戦争と戦争の正義」… 
正義の戦争はあるのか、戦争の正義とは何かについて
考察します。 
③ディスカッション：正義の戦争についてディスカッ
ションを行います。 

 
 

【第 12 回】 

《ブロック 4》ディスカッション 
①講義：「⺠主主義と資本主義の限界」…世界の国々
の３割近くを占める独裁的政治国家。また、資本主義
は国際的な貧困層の定着と格差の拡大を招いている。

【課題④】 
ディベートのテーマに関する事前学習をし、
主張、反論をまとめたシートを提出します。 



⺠主主義国家、資本主義が直面する課題と本質的な問
題点を考察する。 
②ディスカッション：独裁国家の是非についてディス
カッションを行います。 
③説明：ディベートに関するルール、マインドセット
についての説明をします。 

【第 13 回】 

《ブロック 5》ディベート 
①ディベートⅠ 
与えられたテーマについて賛成、反対のチームに分か
れディベートを行います。対戦チーム以外のチームの
メンバーが評価を行います。 

 

【第 14 回】 

《ブロック 5》ディベート 
①ディベートⅡ 
与えられたテーマについて賛成、反対のチームに分か
れディベートを行います。対戦チーム以外のチームの
メンバーが評価を行います。 

 

【第 15 回】 

《リフレクション》 
①レビュー：ディベート及び授業全体を振り返りま
す。 
②発表と表彰：ディベートの評価結果の発表と優秀な
ディベーターの表彰を行います。 

【課題⑤】 
リフレクション・レポート作成（授業中に行
います。） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2110-
Y51 

2.科目名 ⻄ヨーロッパ地域研究 （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2019 年度以降入学
生） 9.履修学年 ３年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
現在の EU(ヨーロッパ連合)の中心であり、国際観光においても最大の集客を誇ってきた⻄
ヨーロッパ。しかし、近年、その⻄ヨーロッパに政治、経済、文化の各面においてさまざま
な問題が迫りつつあり、この地域の動きは日本を含む世界各国にも深く関わるようになって
います。このような⻄ヨーロッパについての理解を深めながら、世界の現状と将来も考える
講義をねらいます。 
【概要】 
ヨーロッパの自然地形・地理・歴史・社会・文化の基本知識について紹介します。授業で
は、個別の事例をなるべくたくさん紹介しながら、ヨーロッパが抱える課題について、毎回
テーマを決めて考えます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K3：経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティを備え、自ら社会に役
立てようと 

19.教科書・教材 

『データブック オブ ザ ワールド』2022 年版，二宮書店 
そのほかの教材は、web class にて、配布します。受講生のみなさんは、事前に web class
にて、配布する資料を各自ダウンロードして、印刷して授業にのぞんでください。もしく
は、授業にパソコンを持参して、web class の配布資料を見ながら受講してください。  
 

20.参考文献 授業中にたくさん紹介します 

21.成績評価 

毎回実施する授業内レポート(２5％)…（学習目標１に対応） 
発表（ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を選んで、それぞれの国を比較しながら、
それぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生にプレゼンテーションをしてもらいます。
１・２回に決めた順番と研究テーマにしたがって、準備をして発表します。）(25％)（学習
目標１に対応） 
中間テストと期末テスト…（学習目標１・３に対応)(５０％)…（学習目標２に対応） 
中間テストと期末テストの記述問題、授業内レポートの記述問題、授業中の発表は、ルーブ
リック評価で採点しま 

22.コメント 
ヨーロッパを含む世界地図を参照してください。 地図がないとイメージがつかみにくくな
ってしまうでしょう。高校時代の地図、インターネットからダウンロードした地図でも構い



ませんので、国の名前と位置を確かめられる地図を持参してください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション−私たちの中のヨーロッパ 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に発表のテーマと順番を決めます。 

【第 2 回】 ヨーロッパの地形と自然環境からみる多様性 
後半：発表の順番とテーマを決める 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に発表のテーマと順番を決めます。 

【第 3 回】 
EU の共通農業政策 
後半：学生の発表とディスカッション（その１） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 4 回】 
ＥＵとユーロ：イギリスの EU 離脱をめぐって 
後半：学生の発表とディスカッション（その２） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 5 回】 
事例紹介：イギリスの地域再生政策：農と食とツーリ
ズム 
後半：学生の発表とディスカッション（その３） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 6 回】 
事例紹介：イギリスのリバプール海商都市と奴隷貿易 
後半：学生の発表とディスカッション（その４） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 
次週の中間テストの準備のためにキーワード
を整理しよう。 

【第 7 回】 

２０世紀の戦争 
ヨーロッパの精神基盤と異文化間対立 
ナショナリズムと第１次世界大戦 
授業の後半に中間テスト 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 8 回】 事例紹介：ポーランドの環境保全型農業 ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を



授業の後半に中間テストのふりかえり 選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 9 回】 事例紹介：ギリシャの宗教と生活文化：季節の祭と食 
後半：学生の発表とディスカッション（その５） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 10 回】 
事例紹介：北極圏に住む少数⺠族サーミの生活文化 
後半：学生の発表とディスカッション（その６） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 11 回】 
ヨーロッパへの外国人労働者・移⺠・難⺠の受け入れ
の歴史と課題 
後半：学生の発表とディスカッション（その７） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 12 回】 
イスラームから見たヨーロッパ 
後半：学生の発表とディスカッション（その８） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 13 回】 

ヨーロッパの観光資源 
事例紹介：イタリア・ヴェネチア：水と共生する都市
空間の歴史 
後半：学生の発表とディスカッション（その９） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。期末テストの準備とし
て、キーワードの整理をします。 

【第 14 回】 
期末テスト 
後半：学生の発表とディスカッション（その１0） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。期末テストの準備とし
てキーワードの整理をします。 

【第 15 回】 まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2111-
Y51 

2.科目名 アフリカ地域研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科・（総合社会学科 2019 年度以降入学生） 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

2005〜06 年にかけてエジプトから南アフリカまでアフリカ縦断旅行を行いました。そのと
き各地を訪れ経験した観光地･ボランティア活動･トラブル等の体験談を、写真を交えながら
お話します。同時に、多様なアフリカ社会を理解するために必要となる、各地の社会背景に
関する知識を学びましょう。 
毎回はじめに各地の社会背景について概説し，続いて適宜 Power Point・写真・ビデオ教材
を使いながら旅行の体験談を話します． 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「(3)多様な文化やその背景を理解し受け
入れる能力（多様性理解）」の学修に関連しています． 
1. アフリカの地理と近・現代史に関する基礎的な事項を説明できる 
2. 多様なアフリカ社会の現状と問題点について意見を述べられる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します 
20.参考文献 授業内で適宜紹介します 

21.成績評価 

授業各回での課題・・・4 点×14 回＝56 点【学習目標 1,2 に対応】 
最終回総括試験・・・44 点【学習目標 1 に対応】 
※授業へ 10 回以上出席し，上記課題＋総括試験で合計 60 点以上取得することが，合格のた
めの条件です 

22.コメント 

遠隔授業の場合：Zoom で配信します．課題を Web 経由で配布するので，授業後メール等
Web 経由で提出してください． 
バックパッカーになったつもりで、「一旅行者の目から見たアフリカ社会」を一緒に追体験
しましょう。 
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜昼休み 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introduction アフリカの旅 
講義：バックパッカーという旅 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 2 回】 
はじめのアフリカ  
講義：アフリカと人類 −『人類発祥の地 アフリ
カ』（ビデオ）と解説− 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 3 回】 北アフリカ 
講義：アラブの春から IS へ 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 4 回】 
エジプト 
講義：アフリカのアラブ 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 5 回】 
スーダン・ソマリア 
講義：開発独裁と失敗国家 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 6 回】 ソマリア 今回の復習：講義内容をノートにまとめる 



講義：内戦 −『ブラックホークダウンの真実』（ビ
デオ）と解説− 

次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 7 回】 
エチオピア① 
講義：アフリカのシンボル 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 8 回】 
エチオピア② 
講義：フェアトレード −『おいしいコーヒーの真
実』（ビデオ）と解説− 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 9 回】 
ケニヤ・ウガンダ 
講義：犯罪・貧困・ボランティア 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 10 回】 ルワンダ① 
講義：ソマリア後の内戦・ジェノサイドの丘 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 11 回】 
ルワンダ② 
講義：ソマリア後の内戦 −『100days』（ビデオ）
と解説− 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 12 回】 タンザニア・ザンビア・ジンバブウェ 
講義：観光・HIV・経済破綻 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 13 回】 
南アフリカ共和国・ボツワナ・ナミビア 
講義：アパルトヘイトとその後 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 14 回】 
マダガスカル 
講義：第 6 の大陸･地上の楽園 

今回の復習：講義内容をノートにまとめる 
次回の予習：次回の内容について調べておく 

【第 15 回】 
総括試験 
作業：アフリカについての総括試験 今回の復習：講義内容をノートにまとめる 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2201-
Y51 

2.科目名 世界の食文化 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義（人数によっては演習方式も取り入れ
る） 

16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

本科目の概要： 
・人類史全体を振り返りつつ、食文化がどのように発生し今日の人類の 99.999%の生活の基
盤を形成してきたかを見ていく。 
・食文化の多様性。 
・食と宗教との関り。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標：  
以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ。 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える。 
下記を説明できること：  
文化発生や道具発明の原点が、「食」への好奇心と情熱であったこと。 
②食の獲得方法の発達と農耕・牧畜の発明や 

19.教科書・教材 特定の教科書は使わない。授業中に資料を配布する。 

20.参考文献 

・NHK 取材班 『生命 40 億年はるかな旅５ ヒトがサルと別れた日／ヒトは何処へいくの
か』 NHK 出版 
・河合雅雄 『森林がサルを生んだ』 朝日文庫   ・谷泰 『神・人・家畜』 平凡社 
・岡田哲 『食の文化を知る事典』 東京堂出版   ・石毛直道（監修） 『講座 食の文
化』シリーズ など 

21.成績評価 
課題の提出：30％（上記学習目標②に対応）＋中間試験：30％＋期末テスト：40％（上記
学習目標②③④に対応） 

22.コメント 
最重要事項＝やる気、本気、根気、好奇心と情熱、自分自身で考えること。 
配布資料とは別に、毎回の授業のテーマ、要点などをかならずノートに書きとること。その
ノートに基づき、授業内容を他人に説明できるかが重要。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：「文化」とはなにか。文化の成
立と食との関係。 

毎回、下記を説明できるようにすること。 
「文化」とはなにか。 

【第 2 回】 人類の歴史と食文化（1） サルからヒトへ サルからヒトへの進化を決定づけた食文化。 
【第 3 回】 人類の歴史と食文化（2） 食と道具の使用 進化を加速させた食べるための道具の発明。 
【第 4 回】 人類の歴史と食文化（3） ⽕の使用と心の発達 食文化を人社会を変えた⽕。 
【第 5 回】 人類の歴史と食文化（4） 狩猟・採集と性差に基づ 生き抜くために始まった分業。 



く分業 

【第 6 回】 過去 1 万年における画期（1）食糧生産革命−農耕と
牧畜がもたらした変化 

今日の人類の 99.999%を支える歴史的分岐
点。 

【第 7 回】 過去 1 万年における画期（2）都市革命 食文化が生み出した文明。 
【第 8 回】 中間試験 文明の実態。 

【第 9 回】 
過去 1 万年における画期（4） 大航海時代と産業革
命−食のグローバリゼーションの芽生え 

食が結ぶ世界。 

【第 10 回】 
「食べない」文化（1） 牧畜が生み出した新たな価
値観 食文化における食のタブー。 

【第 11 回】 「食べない」文化（2） ヒンドゥー教の事例から 食文化における食のタブー。 
【第 12 回】 「食べない」文化（3） ヒンドゥー教の事例から② 食文化における食のタブー。 
【第 13 回】 「食べない」文化（4） ユダヤ教の事例から 食文化における食のタブー。 
【第 14 回】 「食べない」文化（5） イスラーム教の事例から 食文化における食のタブー。 
【第 15 回】 総括試験 人類にとっての食文化とは。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2203-
Y51 

2.科目名 日本歴史文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義（人数によっては演習方式も取り入れ
る） 

16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

本授業の目的と概要：下記の学修 
 ユーラシア大陸の東端に位置する日本は、歴史的・文化的影響を絶えず大陸から受けつ
つ、それを醸成しながら自らの文化を育んできた。そのため、アジア世界と多くの共通点を
持ちながらも独自の特徴的な文化が継承されている。 
 歴史を理解することはどの国・地域の場合でも複雑で難しいが、本授業ではできるだけ大
枠を理解することに努め、日本文化の基底をなす歴史を学び、それに基づき今、そして今後
の日本の行く末を考える糧とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）のうちとくに下記に関連し
ています。 
・自律的で主体的な態度（自律性） 
・多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
・問題発見･解決力 
本授業の学習目標：以下を説明できること。 
?日本の歴史の概略 
?日本と外国との歴史上の関わり 
?20 世紀後半〜現代の変化 
?外国から見た日本文化 
 

19.教科書・教材 特定の教科書は使わない。WebClass 上の授業資料の確認・復習を怠らないこと。 

20.参考文献 

家永 三郎（1982）『日本文化史』 第 2 版岩波書店 
大隈和雄（2017）『日本文化史講義』吉川弘文館 
尾藤 正英（2000）『日本文化の歴史』岩波書店 
     など 
 

21.成績評価 

課題の提出：30％（上記学習目標?〜?） 
中間試験：30％（学習目標?〜?） 
期末試験：40％（上記学習目標?〜?） 
 

22.コメント 
・最重要事項＝やる気、本気、根気、好奇心と情熱。 
・自分自身で調べ、考えること。 
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜 3 限 
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 イントロダクション：世界史のなかの日本史 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 2 回】 先史〜古代 
 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 3 回】 中世〜近世 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 4 回】 近世〜現代 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 5 回】 世界と日本との接点 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 6 回】 日本神話：『古事記』『日本書記』 今日の人類の 99.999%を支える歴史的分岐
点。 

【第 7 回】 土着の宗教・外来の宗教 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 8 回】 中間試験 前半の振返り 

【第 9 回】 
外国人から見た日本文化（1）：宣教師・研究者の記
述 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 10 回】 
外国人から見た日本文化（2）：ジャポニズム   
 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 11 回】 外国人から見た日本文化（3）：ステロタイプから真
の理解へ 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 12 回】 20 世紀後半〜現在（1）：戦後の復興と高度経済成⻑ WebClass 上の授業資料の確認・復習。 

【第 13 回】 
20 世紀後半〜現在（2）：経済のグローバル化と産業
空洞化問題 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 14 回】 20 世紀後半〜現在（3）：大規模災害と危機管理、少
子化、インターネット・SNS・IT 産業の普及 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 15 回】 総括試験 総括 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2204-
Y51 

2.科目名 東アジア地域研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科・（総合社会学科 2019 年度以降入学生） 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、東アジアの思想の概況を理解することを目的とします。 具体的には、伝統と
近代の狭間を生きた戦後知識人を媒介にアジアの歴史と課題を学びます。この学びを通し
て、東アジアの文化現象および思想問題について主体的な思考を目指します。「雑種文化」
の歴史的な意味をよく理解したうえで、新「雑種文化」を携わっていくという将来のグロー
バル社会に立脚する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の１．健やかで調和のとれた人格と、し
なやかなで豊かな知性を自ら形成できる 人間性、K2．グローバルな交流と平和を推進す
る、新しいツーリズムの価値創造に関 心を持つ、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。  
① ⻄洋と東洋文化の違いを説明できる。 
② 儒学と⻄洋哲学を融合させた戦後知識人の思想と「雑種文化」の意味を理解できる。 
③ 江⼾儒者の思想を理解し、説明できる。 

19.教科書・教材 『「例外」の思想ー戦後知識人・加藤周一の射程―』現代図書、2021 年 9 月 
（ユニバーサルパスポートの教材サイトをご利用ください。） 

20.参考文献 
 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
課題①②の提出 35 点ずつで合計 70 点（学習目標③に対応）＋期末レポートの 総括試験 
30 点（学習目標①②④に対応）  
授業課題は提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出することを合格基準と
します。 

22.コメント 

哲学や東洋思想に興味のある人はぜひ履修してください！！ 
小さな物質の性質から、人間の交友関係、地域振興、国家の政治と経済、宇宙の規則まで幅
広く考えるヒントが得られます。 
（授業の進行についてシラバス記載した順番と前後したり、各内容に応じて回数を調整した
りすることがありますので、予めご了承ください） 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーションと自己紹介、教材紹介 配布資料を熟読する 
【第 2 回】 近代以来の東アジアに共通する問題について 講義内容を復習する 
【第 3 回】 中国の文化について 講義内容を復習する 
【第 4 回】 日本、朝鮮半島、ベトナムの文化について 該当箇所を復習し、自分の理解を書く 

【第 5 回】 
東アジアの共通する文化要素「儒学」の進化過程につ
いて、新儒学の朱子学を受容した江⼾儒学と新儒家を
学ぶ。① 

該当箇所を復習し、自分の理解を書く 

【第 6 回】 東アジアの共通する文化要素「儒学」の進化過程につ
いて、新儒学の朱子学を受容した江⼾儒学と新儒家を

該当箇所を復習し、自分の理解を書く 



学ぶ。② 
【第 7 回】 戦後知識人の思想と中国近代知識人について 該当箇所を復習し、自分の理解を書く 

【第 8 回】 三つの立場：丸山真男、⽵内好と加藤周一① 
該当箇所を復習し、自分の理解を書く。 
課題①を提出する。 

【第 9 回】 三つの立場：丸山真男、⽵内好と加藤周一② 該当箇所を復習し、自分の理解を書く 
【第 10 回】 雑種文化と土着世界観について 講義内容を復習する 
【第 11 回】 系列と個別① 講義内容を復習する 
【第 12 回】 系列と個別② 講義内容を復習する 
【第 13 回】 ヴァレリー、サルトルと加藤周一について 課題②を提出する 

【第 14 回】 「古典主義」と「ロマン主義」、「理」と「気」の関係
について考える 

自分の意見とグループの意見をまとめる 

【第 15 回】 まとめ：「普遍」と「例外」、全体と個別の相関関係 レポート課題を完成する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2205-
Y51 

2.科目名 東南アジア地域研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義（人数によっては演習方式も取り入れ
る） 

16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

本授業の目的と概要：下記を理解し学修する。 
・中国とインドの文化的影響を受けつつも、それらを土着の文化とブレンドし独自の多⺠
族・多宗教文化圏を培ってきた東南アジア。 
・今後増加が見込まれるインドネシアやマレーシアなどのイスラーム教徒の日本へのインバ
ウンド＝ムスリム・フレンドリー・ツーリズム。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）のうちとくに下記に関連し
ています。 
・自律的で主体的な態度（自律性） 
・多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
・問題発見･解決力 
本授業の学習目標：東南アジアに関する以下のテーマついて説明できるようになること。 
①地理的環境 
②歴史的背景 
③宗教的背景 
④日本との関係 
⑤日本へのインバウンド事情 
 

19.教科書・教材 特定の教科書は使わない。 

20.参考文献 

生田 滋・石澤 良昭 2009 『東南アジアの伝統と発展』 中央公論新社 
石澤 良昭 2018 『興亡の世界史 東南アジア 多文明世界の発見』 講談社学術文庫  
斎藤 照子 2008 『東南アジアの農村社会』 山川出版社 
桃木 至朗 1996 『歴史世界としての東南アジア』 山川出版社 
など 

21.成績評価 
課題の提出：30％（上記学習目標①〜⑤対応） 
中間試験（第 8 回授業）：30%（上記学習目標①〜③対応） 
期末試験：40％（上記学習目標①〜⑤対応） 

22.コメント 

・最重要事項＝やる気、本気、根気、好奇心と情熱。 
・自分自身で調べ、考えること。 
・毎回の授業のテーマ、要点などをかならずノートに書きとること。そのノートに基づき、
該当テーマを他人に説明できることが必要。 
・他のアジア関連の地域研究科目などを履修し、視野と理解を深めること。 
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション：「東南アジア」の名称と定義 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 2 回】 地理(1)：自然環境 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 3 回】 地理(2)：現在の構成国 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 4 回】 先史時代・古代の諸文化 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 5 回】 
前 2 世紀頃以降（1）：インド化＝ヒンドゥー教と仏
教の受容 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 6 回】 前 2 世紀頃以降（2）：中国文化の受容 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 7 回】 前 2 世紀頃以降（3）：⺠族国家の形成 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 8 回】 中間試験 前半の復習。 
【第 9 回】 8 世紀以降：イスラーム教の浸透＝東⻄交易の活性化 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 10 回】 16 世紀以降(1)：ヨーロッパ諸国の植⺠地化＝植⺠地
化の特徴と交易 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 11 回】 
16 世紀以降(2)：ヨーロッパ諸国の植⺠地化＝キリス
ト教の浸透 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 12 回】 20 世紀(1）：⺠族運動と太平洋戦争 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 13 回】 20 世紀(2）：太平洋戦争と独立、ASEAN 成立 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 14 回】 東南アジアの経済成⻑と旅行者の増加 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 15 回】 期末試験 全体の総括。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2209-
Y51 

2.科目名 ヨーロッパ地域研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2019 年度以降入学
生） 9.履修学年 ３年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
現在の EU(ヨーロッパ連合)の中心であり、国際観光においても最大の集客を誇ってきた⻄
ヨーロッパ。しかし、近年、その⻄ヨーロッパに政治、経済、文化の各面においてさまざま
な問題が迫りつつあり、この地域の動きは日本を含む世界各国にも深く関わるようになって
います。このような⻄ヨーロッパについての理解を深めながら、世界の現状と将来も考える
講義をねらいます。 
【概要】 
ヨーロッパの自然地形・地理・歴史・社会・文化の基本知識について紹介します。授業で
は、個別の事例をなるべくたくさん紹介しながら、ヨーロッパが抱える課題について、毎回
テーマを決めて考えます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K3：経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティを備え、自ら社会に役
立てようと 

19.教科書・教材 

『データブック オブ ザ ワールド』2022 年版，二宮書店 
そのほかの教材は、web class にて、配布します。受講生のみなさんは、事前に web class
にて、配布する資料を各自ダウンロードして、印刷して授業にのぞんでください。もしく
は、授業にパソコンを持参して、web class の配布資料を見ながら受講してください。  
 

20.参考文献 授業中にたくさん紹介します 

21.成績評価 

毎回実施する授業内レポート(２5％)…（学習目標１に対応） 
発表（ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を選んで、それぞれの国を比較しながら、
それぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生にプレゼンテーションをしてもらいます。
１・２回に決めた順番と研究テーマにしたがって、準備をして発表します。）(25％)（学習
目標１に対応） 
中間テストと期末テスト…（学習目標１・３に対応)(５０％)…（学習目標２に対応） 
中間テストと期末テストの記述問題、授業内レポートの記述問題、授業中の発表は、ルーブ
リック評価で採点しま 

22.コメント 
ヨーロッパを含む世界地図を参照してください。 地図がないとイメージがつかみにくくな
ってしまうでしょう。高校時代の地図、インターネットからダウンロードした地図でも構い



ませんので、国の名前と位置を確かめられる地図を持参してください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション−私たちの中のヨーロッパ 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に発表のテーマと順番を決めます。 

【第 2 回】 ヨーロッパの地形と自然環境からみる多様性 
後半：発表の順番とテーマを決める 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に発表のテーマと順番を決めます。 

【第 3 回】 
EU の共通農業政策 
後半：学生の発表とディスカッション（その１） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 4 回】 
ＥＵとユーロ：イギリスの EU 離脱をめぐって 
後半：学生の発表とディスカッション（その２） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 5 回】 
事例紹介：イギリスの地域再生政策：農と食とツーリ
ズム 
後半：学生の発表とディスカッション（その３） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 6 回】 
事例紹介：イギリスのリバプール海商都市と奴隷貿易 
後半：学生の発表とディスカッション（その４） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 
次週の中間テストの準備のためにキーワード
を整理しよう。 

【第 7 回】 

２０世紀の戦争 
ヨーロッパの精神基盤と異文化間対立 
ナショナリズムと第１次世界大戦 
授業の後半に中間テスト 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 8 回】 事例紹介：ポーランドの環境保全型農業 ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を



授業の後半に中間テストのふりかえり 選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 9 回】 事例紹介：ギリシャの宗教と生活文化：季節の祭と食 
後半：学生の発表とディスカッション（その５） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 10 回】 
事例紹介：北極圏に住む少数⺠族サーミの生活文化 
後半：学生の発表とディスカッション（その６） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 11 回】 
ヨーロッパへの外国人労働者・移⺠・難⺠の受け入れ
の歴史と課題 
後半：学生の発表とディスカッション（その７） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 12 回】 
イスラームから見たヨーロッパ 
後半：学生の発表とディスカッション（その８） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。 

【第 13 回】 

ヨーロッパの観光資源 
事例紹介：イタリア・ヴェネチア：水と共生する都市
空間の歴史 
後半：学生の発表とディスカッション（その９） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。期末テストの準備とし
て、キーワードの整理をします。 

【第 14 回】 
期末テスト 
後半：学生の発表とディスカッション（その１0） 

ヨーロッパ各国の情報について、2 国以上を
選んで、それぞれの国を比較しながら、それ
ぞれ研究テーマを決めて、当番制で受講生に
プレゼンテーションをしてもらいます。１・
２回に決めた順番と研究テーマに従って。準
備をして発表します。期末テストのふりかえ
りをします。 

【第 15 回】 まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2212-
Y51 

2.科目名 応用中国語作文・読解（２） （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし。ただし、科目相当レベルの中国
語力は必要。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
「応用中国語作文・読解（１）」以上の中国語基礎力が必要です。レベルを確認するため
に、第一回目の授業は必ず出席してください。なお、標準中国語を⺟語もしくは第２言語と
する留学生（中国大陸、台湾、香港出身者）は履修できません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
１）将来、中国語の新聞記事や論文などを読むために必要な単語や文法の知識を身につけま
す。 
２）HSK３級〜４級に合格するために必要な、単語や文法の応用力を身につけます。 
【概要】 
「応用中国語作文・読解（１）」に引き続き、さらに新しい単語や表現、文法事項を学びま
す。この授業でも主として「文を作る力」「文を読み解く力」を身につけることに重点をお
きます。また、練習問題を通じてリスニングの基礎力も養います。「応用中国語作文・読解
（２）」でも、学んだ語彙や表現に関連する『コナン』の中国語訳やインターネット動画を
見たりしながら、生の中国語に触れる機会を作ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（５）コミュニケーションスキル、
の学修に関連しています。 
1. HSK３~４級または中国語検定 3 級に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題
に答えることができる。 
2. 基本的な語彙や文法事項を用いて、簡単な中国語の文章がわかる、書ける、言える。 
3. ピンインのついた中国語の文章がスムーズに読める。 

19.教科書・教材 尹景春・⽵島毅著『中国語 つぎへの一歩』白水社 2200 円+税 
20.参考文献 授業中に適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・各課小テスト（口頭発表と提出） ・・・各 5 点×6 回＝30 点（学習目標①に対応）   
※正答率８０％以上＝５点、６０％〜８０％未満＝３点、３０％〜６０％未満＝２点 
３０％以下＝０点 
・本文の訳…各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標②に対応） 
※１回提出につき 2.5 点。ただし、回答によっては減点または０点になることもある。 
詳細は授業で説明する。 
・本文の朗読チェック…各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標③に対応） 
スムーズに読めれば 2.5 点 
・第 15 回 総括試験…40 点（学 

22.コメント 

・教科書と授業の内容は「選択中国語初中級作文・読解」からの続きになりますが、授業に
ついてこられる中国語力とやる気があれば、「選択中国語初中級作文・読解」を履修してい
なくても構いません。ただし、レベルが自分にあっていなければ、途中でやめることにな
り、奨学金の基準などで大切な GPA も下がります。初回は必ず受講して、クラスレベルを
確認してください。 
・オフィス・アワーも活用し、検定試験にもチャレンジしましょう。 



23.オフィスアワー 
秋学期 
研究室オフィス・アワー：木曜日 4 時間目（尼崎） 
学修支援センターオフィス・アワー：金曜日昼休み（山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション 
・第７課導入（朗読チェックと単語、文法） 
・必要に応じて履修指導 
 

予習： 
１）第７課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 2 回】 

第 7 課 街を歩こう！（存現文など） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 
 

復習： 
１）間違えたところのふりかえり 
２）第７課音読練習 

【第 3 回】 
第７課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第８課導入（朗読チェックと単語、文法） 

復習：第８課音読練習  
予習：本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 4 回】 

第 8 課 中国映画を見よう！（「状態の持続を表す”
着”」など） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習： 
１）間違えたところのふりかえり 
２）第８課音読練習 

【第 5 回】 
第８課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第９課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第９課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 6 回】 

第 9 課 チャイナドレスを買おう！（方向補語な
ど） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）第９課音読練習 

【第 7 回】 
第９課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第１０課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第１０課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 8 回】 
第 10 課 中華を食べよう！（可能補語など） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）第１０課音読練習 

【第 9 回】 
第 10 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、
②朗読テスト） 
第 11 課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第１１課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 10 回】 

第 11 課 ⻄遊記を読もう！（受身を表す”被”、結果
補語（２）） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）第１１課音読練習 

【第 11 回】 
第 11 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、
②朗読テスト） 
第 12 課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第１２課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 

【第 12 回】 

第 12 課 春節を祝おう！（”快~了”の用法、”把”の
構文） 
反転学習、グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

１）間違えたところのふりかえり 
２）「メールを出そう」音読練習 

【第 13 回】 第 12 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、 復習：できなかった問題を見直す。／「メー



②朗読テスト） 
「メールを出そう」意味の確認 

ルを出そう」の訳をまとめる。／これまで学
んだ文の読み方を復習する。 

【第 14 回】 中検チャレンジ（中検 3 級の筆記問題を解いてみ
る） 

復習：できなかった問題を見直す。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 

【第 15 回】 学習の振り返り、統括試験 
復習 これまでのノートをまとめる。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2223-
Y51 

2.科目名 
Advanced Reading and Writing（２） 
（2018 生） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 原則、1 年次の総合英語（基礎英語）の授業で、A・B クラスを受講していた人が対象 

17.授業の目的と概要 

より本格的な英文理解とエッセイライティングのためのベースとなる英語力を育てます。た
くさん英文を読んで、自分の考え、意見を英語で書きます。日本以外の国・地域の事情や習
慣、文化、価値観についても学ぶことができます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
①英文を読み、そこに書かれた概念や著者の主張を的確にとらえられる 
②各ユニットで扱われる重要表現を身につけ、積極的に使うことができる 
③英文を読んだり書いたりするうえで必須の語彙及び文法を理解する 
④⻑文を読むうえで役立つリーディングスキルについて学び、使うことができる 
⑤エッセイライティングのための基本スキルを身につける 
⑥テーマに関連した世 

19.教科書・教材 World Link 2 B, Combo Split Student Book  (Third Edition) 
20.参考文献  

21.成績評価 
・授業内活動及び単語・小テスト（発表等）20%（学習目標③に対応） 
・第 8 回 中間試験  20%（学習目標①、②、③、④、⑤、⑥に対応） 
・第 15 回 到達度試験 60%（学習目標①、②、③、④、⑤、⑥に対応） 

22.コメント 

実践的な英語コミュニケーション能力を高めるために「選択英語 Listening & SpeakingⅡ 
上級」と併修すれば、さらなる学習効果が高まります。・提出された課題は、丁寧なコメン
トを付け返却します。 
・到達度確認テストを実施後、解答の解説をします。 
・授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
・テキスト忘れ、授業活動にきちんと参加していない、宿題をしていないなどの場合には欠
席扱いとなることがあります。 
・授業内での活動及び homework を重視していますので、欠席することの無いように。や
む終えず欠席し 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introduction 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 2 回】 Unit 7 Celebrations : Lesson B Festivals and 
holidays 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし



て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 3 回】 
Unit 7 Celebrations : Lesson B Festivals and 
holidays 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 4 回】 Unit 8 Storytelling : Lesson B Modern fairly tales 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 5 回】 Unit 8 Storytelling : Lesson B Modern fairly tales 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 6 回】 Unit 9 Work : Lesson B Dream jobs 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 7 回】 Unit 9 Work : Lesson B Dream jobs 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 8 回】 到達度確認テストと解説 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 9 回】 Unit 10 Telephoning : Lesson B Always connected 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 10 回】 Unit 10 Telephoning : Lesson B Always connected 
予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし



て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 11 回】 Unit 11 Technology : Lesson B making life better 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 12 回】 Unit 11 Technology : Lesson B making life better 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 13 回】 Unit 12 Travel : Lesson B Adventures in Traveling 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 14 回】 Unit 12 Travel : Lesson B Adventures in Traveling 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 15 回】 まとめと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2225-
Y51 

2.科目名 
Advanced Speech and Communication
（２） （2018 生） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 All international students taking this class must first take the placement test. 

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to help ELLs speak with confidence and fluency. Through 
watching exciting videos and vivid images, students will be motivated to improve their 
communication skills. Key grammar and vocabulary will be emphasized. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this semester course,  
1. students will be able ot learn to talk about themselves and others, describe 
experiences,  
2. students will be able totalk about heal 

19.教科書・教材 Worldlink 2 A Combo Split, 3rd edition ISBN-13: 978-1-305-65104-3 
20.参考文献 A dictionary. 

21.成績評価 

 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to reveiew notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments in 
the International Exchange Center. 

23.オフィスアワー Flexible office hours are available upon request in the International Exchange Center. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Students will practice speaking through ice-breaker 
activities; learn about course content. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 1: Students will learn to talk about important 
people, introduce others, do vocab and grammar 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Unit 1: Students will practice various present 
tenses, do conversation practice, and glass 
information exchange activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Unit 2: Students will learn to describe food and how 
it is prepared, study vocabulary, practice making 
improvements to restaurants through oral activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Unit 2: Students will watch a video, do internet 
research activity using a commercial, learn to make 
suggestions, practice an authentic conversation. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 Unit 3: Students will watch a video, learn grammar 
to explain likelihood, do possibility activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 



３課題完成 

【第 7 回】 
Unit 3: Students wil practice a conversation and 
make their own. They will also play a guessing 
game using learned structures. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Mid-term exam 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 Unit 4: Watch video, learn to interpret numbers, 
discuss fashion trends and personal style 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 Unit 4: Watch video, learn to interpret numbers, 
discuss fashion trends and personal style 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 Unit 5: Students will watch a video, do vocabulary 
activity, and describe chores. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
Unit 5: Students will watch a video, do vocabulary 
activity, and describe chores. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 
Unit 6: Students will watch a video, discuss 
educational and work goals, and learn to rerspond 
to bad news and offer help. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 
Unit 6: Students will watch a video, discuss 
educational and work goals, and learn to rerspond 
to bad news and offer help. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Final Exam  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2227-
Y51 

2.科目名 英語で学ぶ日本（２） （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学生） 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This class is a discussion-style class that contains some of the most current issues of 
interest to young Japanese people. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this semester course, 
1. students will be able to give their opinions about current news items and hot topics. 
2. students will discuss Japanese politics, economy, education, society, immigration, etc. 
（本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し 

19.教科書・教材 In class, materials will be delivered as handouts. 
20.参考文献 (Hot Topics Japan 2, ISBN-13: 978-1613528204) 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments. 

23.オフィスアワー 
Office hours will be determined by appointment, which can be arranged before of after 
classes. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Introduction to the class and ice-breaking activities 
discussion activities will be held. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
We will examine holidays in Japan through reading, 
listening and discussion activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
We will explore why japan has a low crime rate 
though reading, listening and discussion activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 We will discuss the history of divorce in Japan. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 We will discuss workplace culture, especially 
overwork through readings and listening activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 We will explore the history of traditional Japanese 
food and learn to describe it. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 
We will discuss the issue of martial arts in 
Japanese schools. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



【第 8 回】 Midterm Test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
We will examine the notion of whole person 
education through readings and listening activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
We will learn about and discuss the world-famous 
Suzuki Method. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
We will explore the impact internet cafes are having 
on youth. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 We will learn about and discuss J-pop culture. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 We will read about and discuss tattoo culture in 
Japan. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Final review and discussions. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Practice exam to prepare for the final exam. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2229-
Y51 

2.科目名 英語で学ぶ文化（２） （2018 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学生） 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This class will discuss stories and ideas about the world from a global perspective. 
Lessons will include listening, reading, writing and  speaking opportunities. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this semester course,  
1. students will be able to discuss reasons for living where we do, our senses and 
experiences,  
2. students will be able to think and t 

19.教科書・教材 World English 3, Heinle ELT; 3rd edition (July 16, 2019) ISBN-13 ? : ? 978-0357113691 
20.参考文献 A dictionary. 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments in 
the International Exchange Center. 

23.オフィスアワー Students can schedule appointments by asking the teacher in person. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introductory ice-breakers and course introduction 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 1: Students will discuss reasons for living in a 
particular place, do a vocab activity, watch a video. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Unit 1: Students will describe new places, describe 
their cities, do grammar gap-fill. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Unit 2: Students will talk about learning strategies, 
watch a video, do listening activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Unit 2: Students will discuss sesnes, fears, 
emotional experiences, do conversation practice 
and a vocab avtivity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
Unit 3: Students will describe financial habits, 
things they value, do grammar and vocab activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 Unit 3: Students will talk about banking and １今回の復習 



different types of wealth, watch a video, and 
practice bartering. 

２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Unit 1-3 review 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 Midterm test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
Unit 4: Students will watch video, talk about 
emergency situations, do conditional grammar 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
Unit 4: Students will evaluate survival methods, do 
vocabulary activity and review, and write a 
brochure. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
Unit 5: Students will watch video, learn key vocab, 
practice reported speech. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 
Students will do mini-presentation on artwork, 
express opinions about and describe art. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 
Finish presentations, do listening activity, do 
conversation practice. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Exam preview: mini exam.  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2301-
Y51 

2.科目名 インバウンドビジネス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 
国際観光における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択必須 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 観光事業論履修必修 11.先修条件 観光事業論履修必修 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

インバウンドツーリズムとは何か、日本経済におけるインバウンドツーリズムの重要性を理
解し、インバウンドツーリズム産業全体を経営学視点において把握をする。インバウンドツ
ーリズムは、成⻑著しいアジアをはじめとする世界の需要を取り込むことによって、人口減
少・少子高齢化が進展する 日本において、交流人口の拡大によって地域の活力を維持し、
社会を発展させることに大きく貢献する。また、インバウンドツーリズム産業の核となる旅
行業、宿泊業、輸送業、航空・空港業、お土産販売業、フードビジネス業等について、マク
ロ視点から、それぞれの業界の特徴と問題点の考察した上で、個々の企業をミクロ的な問題
をとりあげ、その企業経営のあり方や、将来展望を模索するものとする。インバウンド観光
産業は毎年成⻑し、2019 年には訪日外国人旅行客が３,１88 万人を突破し、消費額は４兆６
千億円にも到達して、毎年最高記録を立てている。特に 2021 年、東京オリンピックを越え
関⻄地域には、2025 年の世界万博の開催が大阪地域に誘致する計画を控えている。 
ところが、最近世界に拡散する COVID-19 の影響で観光産業が大打撃を受けている中、この
危機を乗り越えて、ポストコロナを対応する新戦略への大転換の必要である。その時代に合
わせた専門知識を持つ人材が必要であろう。 
この講義では日本政府が主導する日本の未来を支える重要国家産業として専門家育成戦略に
従う『インバウンド主任者実務認定試験』を目指して徹底的な授業を実施します。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この講義では、国家別の人口、⺠族、宗教、文化、経済指標、海外旅行動向、訪日旅行動向
などを統計と調査資料で基づき市場分析し、急激に成⻑する新しいインバウンド観光の概念
と方向性を理解し、実際に実践に対応ができる能力を育てることを目標とする。  
①自分で専門分野を説明できるようにする。 
②外国・外国人について知識とコミュニケーションスキルを鍛える。 
③留学生との授業やグループワークで多様な理解が広かる。 
④観光検定試験の獲得できればエキスパートの専門性を身につけることができる。 

19.教科書・教材 

インバウンド実務主任者認定試験 
公式テキスト 
著者：安田亘宏  
インバウンドビジネス１ 
インバウンドビジネス２ 
著者：村山慶輔 
インバウンド実務主任者認定試験 公式過去問題集 
編：全日本情報学習振興協会 
発行：全日本情報学習振興協会 

20.参考文献 観光サービス論  安田亘宏 著 
基礎から学ぶ観光プランニング  小塩稲之・安田亘宏 著 

21.成績評価 毎回のワークシート（OPEN BOOK)を提出１回 5 点 X12=60 点 



Web Class 模擬テスト 
授業態度・テキスト持参も含む」  →   ６０％ 
（教科書持参など）   
期末テスト→   本テスト・e ポートフォリオ   →      40％ 
 

22.コメント 
社会や関連ビジネスにおいて、積極的な姿勢で参加する学生に期待しています。 
授業に対して深く理解し、復習や予習の準備など肯定的な姿勢を求めます。 
質問する力、聴く力、質問に答える力、続ける力などを身に付けることを期待しています。 

23.オフィスアワー 金曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回 

1. Presentation 
学内外の活動の振り返り、ベンチマークに関する事項
評価 
インバウンドツーリズム産業総論について, グローバ
ル化教育について 
 

テキストとパソコン必修 

2 回 

ニューツーリズム 
グリーンツーリズム 
カルチャーツーリズム 
 

テキストとパソコン必修 

3 回 
フードツーリズム 
ワインツーリズム 
 

テキストとパソコン必修 

4 回 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
中国について 

テキストとパソコン必修 

5 回 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
台湾について 

テキストとパソコン必修 

11 月 4 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
タイについて 

テキストとパソコン必修 

11 月 11 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
ムスリム・ベジタリアンについて 

テキストとパソコン必修 

11 月 18 日 
8 課題 
訪日外国人旅行者への対応 
対応 2 通信環境・ユニバーサル・安全対策について 

テキストとパソコン必修 

11 月 25 日 

  ９課題 
訪日外国人旅行者への対応 
集客 3 ウェブメディア・店頭メディア・外国人スタ
ッフについて 

テキストとパソコン必修 

12 月 2 日 ９課題 テキストとパソコン必修 



訪日外国人旅行者への対応 
集客 3 ウェブメディア・店頭メディア・外国人スタ
ッフについて 

1２月 9 日 
インバウンドと 
テーマ別観光まちづくり 
伝統街並み・お城と温泉・世界遺産について 

テキストとパソコン必修 

12 月１６日 
国内旅行について 
国内市場規模 
国内宿泊旅行・交通手段・現地活動 

テキストとパソコン必修 

1 月 6 日 

国内旅行 
街並み・城郭・島・花見・紅葉・テーマパーク・動物
園・水族館・博物館・美術館・タワー・スキー場・農
園公園・国立公園・世界遺産 
 

テキストとパソコン必修 

1 月 13 日 

アフターコロナのインバウンド 
外国人旅行者の意識調査 
アフターコロナの対応 
アフターコロナのキーワード 
持続可能な開発（SDGs) 
国内旅行活性化 
マイクロツーリズム 
アドベチャーツーリズム 
フードツーリズム 
コンテンツツーリズ/アニメツーリズム 
ラグジュアリーツーリズム 
グランピング 
わーケーション 
コンシャストラベル 

テキストとパソコン必修 

1 月 27 日 期末テストとまとめ テキストとパソコン必修 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2306-
Y51 

2.科目名 応用中国語作文・読解（３） （2018 生） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
応用中国語作文・読解（２）もしくはそれ
に相当する中国語の力（HSK3 級以上、中
国語検定４級以上）が必要です。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
１）中国語の新聞記事や論文などを読むために必要な単語や文法の知識を身につけます。 
２）HSK４級〜５級に合格するために必要な、やや難しい文章を読み解く力を身につけま
す。 
３）最新の中国事情について理解を深めます。 
【概要】 
最新の中国事情を紹介する教材を用いて、「論説体の中国語」を訳す練習を行います。ま
た、教科書のリスニング練習を通じて、ニュースを聞き取るための基礎的な聞き取りの力を
身に着けます。第２課まで学習したあとは、受講者の希望に基づき、取り上げる課の順番を
決めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（３）多様性理解、（５）コミュニケ
ーションスキル、の学修に関連しています。 
1. HSK４~５級に相当する文章を読んで、内容を理解することができる。 
2. 最近の中国の状況について知り、論じることができる。 

19.教科書・教材 
『時事中国語の教科書 ２０２２年度版』 朝日出版社 ２０９０円 
※毎年新版が出ています。指定の書店以外で購入する場合は、古い版を購入しないよう気を
つけてください。間違えて購入した場合は買い直してもらいます。 

20.参考文献 授業中に適宜紹介 

21.成績評価 

小テスト ５点×６回＝３０点 
訳の提出 ５点×７回＝３５点 
筆記試験 ３５点 
※なお、欠席、発言をしない、ほかの作業をするなど、グループワークに参加しなかった場
合は１回につき２点ずつ減点する。 
合計６０点以上取得できた場合に合格とする。  
 

22.コメント 

これまでは、「教科書的」な中国語を主に学んできました。この科目では、より生の中国語
に近い文章を読んでいくことになります。文法や単語だけでなく、中国の旬な話題に触れる
ことで、より中国への理解が深まることと思います。時間の都合ですべての課を学ぶことは
できませんが、授業で学習できなかったテーマもぜひ自分で読んでみてください。オフィ
ス・アワーも活用してください。 
また、この授業では、グループワークも重要な学びのひとつになります。したがって、グル
ープワークに参加をしない場合は減点の対象になりますので、積極的な参加を 

23.オフィスアワー 
秋学期 
研究室オフィス・アワー：木曜日 4 時間目（尼崎） 
学修支援センターオフィス・アワー：金曜日昼休み（山手） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
第１課「中国生育政策之??（中国人口政策の移り変
わり）」 
講義：中国の人口政策 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 
 

第２回 

第１課「中国生育政策之??（中国人口政策の移り変
わり）」 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
第２課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第３回 

第１課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
第２課「74 年后，内山?店回到中国（７４年を経て内
山書店が里帰り）」 
講義：内山書店について 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第４回 

第２課「74 年后，内山?店回到中国（７４年を経て内
山書店が里帰り）」 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第５回 

第２課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
※受講者が選んだ「③課」 
講義：「③課」に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第６回 
第③課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第７回 

③課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ④課の学習 
講義：④課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 



第８回 
第④課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第９回 

④課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ⑤課の学習 
講義：⑤課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第１０回 
第⑤課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第１１回 

⑤課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ⑥課の学習 
講義：⑥課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第１２回 
第⑥課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
本文を発音しながらもう一度読み直す。練習
問題で間違えたところを見直す。 
【予習】 
次の課の本文を下読みし、わからない単語を
調べておく。 

第１３回 

⑥課の小テスト（内容及び練習問題のふりかえり） 
受講者が選んだ⑦課の学習 
講義：⑦課に関係する説明 
グループワーク：本文の訳 

【予習・復習】 
１）訳の終わらなかったところを終わらせ
る。 
２）解釈が難しかったところ、よくわからな
かったところに線を引く 
?Webclass にアップロード 
（水曜日の２３時５９分まで） 

第１４回 
第⑦課（受講者が選んだ課） 
講義：文法説明 
練習と答え合わせ 

【復習】 
これまで学習した本文を発音しながらもう一
度読み直す。練習問題で間違えたところを見
直す。 

第１５回 ふりかえりと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU102-
Y51 

2.科目名 観光産業概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 
専門科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

本科目の学習目標はデイプロマ・ポリシー の「１．自律的で主体的な態度」と「２．社会
に能動的に貢献する姿勢」「３．多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力」「６．専門
知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
観光産業は、社会的な要素や経済的な要素、また地理・歴史・文化をはじめ非常に幅広い分
野を含んでいるため、多くの基礎知識が必要です。これらの知識の習得とともに、観光が今
なぜ重要であるといわれているのか、つまり観光の意義と役割を認識することに重点を置き
ます。そのため、この授業では観光の基礎知識と観光関連産業の現状と将来、新しい観光の
カタチなど基本的な項目を幅広く学習します。 
①基本的には講義形式であるが、理解を深めるために、各地の観光振興の事例や観光ビジネ
スの実態を写真や動画などで紹介する。 
②観光の経済効果の意味や新しい観光のビジネスモデルを考えるため、対話型の講義も行な
う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ（ディプロマポリシー）の 2.主体的行動力、問題解決力、3.多様
な価値観受容、コミュニケーション能力、K1.．歴史・伝統・文化・自然について幅広く知
り、あらゆるモノ・コトを観光 と結びつけて考えることができる学修に関連しています。 
① 与えられた目的（学習・観光に関して経済的思考法、成果目標、ニーズ及びその背景）
を正確に理解する力 
② 目的を達成するための観光と地域経済の関係性の課題を発見する力 
③ 情報を収集・分析し、有効な情報を選択し、柔軟な発想と論理的思考により観光と地域
経済の 

19.教科書・教材 授業中に指示します 

20.参考文献 
1.「観光事業論講義」「観光事業論」「観光学概論」（ﾐﾈﾙｳﾞｧ）、「観光ビジネス論」（同友
館）、｢旅行ビジネス論｣「観光産業論」（原書房）、「観光のまなざし」遠藤英樹 
2.その他、関連サイトのＵＲＬや関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション、試験
等に関するルーブリックに基づいて評価します。ルーブリックに基づく評価方法について
は、第 1 回目の授業内で説明します。 
①毎回講義後に提出するリアクションペーパー…40％【学修目標の②③に対応】 
②期末テスト…６0％【学修目標の①④に対応】 
 

22.コメント 

本講義では、観光ビジネスの各分野の紹介による「研究の手法」「地域活性化」、更には、先
進事例を有する地域のビデオやグループによる文献調査・フィールド調査という構成になっ
ている。積極的な授業の参加が必須です。 
※初回の授業までに興味を持った観光産業論（観光雑誌・新聞等を使った作品）等視聴や訪
問をして授業に臨んでください。 
 

23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
観光ビジネスの構図 
「講義内容の説明」と「受講の心構え」、「観光とは何
か」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 2 回】 
観光とは何か 
「現代社会と観光」「観光を学ぶと見えてくるもの」
「観光学」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 3 回】 
観光行動と観光目的・心理 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 4 回】 
観光・旅行の歴史（前半） 
「⻄洋と日本の歴史」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 5 回】 
観光・旅行の歴史（後半） 
「日本の歴史」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 6 回】 
観光資源と観光施設 
「観光資源の意味」「観光資源と観光対象」「観光対象
の特徴」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 7 回】 

国内観光旅行／国際観光旅行の現状と課題、及び観光
政策の重要性 
「観光産業の定義と種類」「観光産業・観光ビジネス
の特徴」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：レポート課題(授業終わりにレポート
課題配布) 

【第 8 回】 

観光・旅行による「経済効果」＝「観光消費」の地域
への貢献 
「観光行動のメカニズム」「観光客の購買行動意思決
定」 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 9 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅行業の概要
①) 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 10 回】 観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅行業と航空業
界) 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 11 回】 観光産業・旅行関連ビジネスの実例（航空産業) 
復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 12 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（宿泊産業・ホテ
ル） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 13 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（旅館、その他の
宿泊産業） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 

【第 14 回】 
観光産業・旅行関連ビジネスの実例（集客・レジャー
産業・テーマパーク等） 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習(授業終わりに次回のレジ
ュメ配布) 
試験対策プリントの演習 



【第 15 回】 
まとめ：観光の変化とこれからの観光（「ニューツー
リズム」への期待） 
期末試験 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU202-
Y01 

2.科目名 ホテル実務 （通年） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
 
英語コミュニケーション学科 

9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの
か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。 
概要：ホテル事業は、地域の核となり、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財
は、売れる場所に製品を運ぶ、売れの残れば倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製
品・サービスは移動できません、売れ残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、立地、
事業形態、オペレーション、ポジショニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けること
を目指します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 
授業は講義と質疑応答で構成します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は学習目標の DP(ディプロマポリシー）の（２）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）（４）問題発見・解決力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連していま
す。 
本科目の学修目標は次の通りである。 
①旅の歴史を通して宿泊業のビジネスを説明できる。 
②⻄洋の歴史から近代ホテル産業の変遷を説明できる。 
③ホテル業のオペレーションが説明できる。 
④ホテルをマネジメントするために何が大切か説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 
鈴木博・大庭祺一郎共著『基本ホテル経営教本』柴田書店 
その他、適宜紹介します 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①第 2 回〜14 回 ミニッツペーパーの提出と理解度 30%〔学習目標①〜④に対応〕 
?小テスト 20％〔学習目標③に対応〕 
?総括試験（記述式） 50％〔学習目標?④に対応〕 
但し、総括試験で正解率 20％以下は?の点数は加算されません。 

22.コメント 
質問等はメールや WebClass 等で受け付けます。積極的に利用してください。 
講義では必ずノートを取ってください。 
＊重要 遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 
事前予約制 
月 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
講義：ガイダンス 
①何を学ぶか。?講義の進め方?目標と評価の方法な

PC またはタブレット等は全回で必要 
復習：今回の復習、授業ノートの整理 



ど  

第 2 回 
講義：「⻄洋史における宿泊業の変遷」 
古代からの旅の歴史から始まり、大陸におけるホテル
業の歴史を学ぶ。 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ローマ時代から産業革命までのヨーロ
ッパの歴史をノートする 
 

第 3 回 
講義：近代ホテル産業 
新大陸でのホテル事業を考察します 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：アメリカの歴史を整理してノートする 

第 4 回 
講義：「日本史から学ぶ旅と宿」 
平安時代から江⼾時代、明治以降から太平洋戦争まで
の歴史から宿の変遷を理解する 

復習：復習とノート整理復習とノート整理 
予習：平安時代以降の歴史を振返り日本歴史
をノートする 

第 5 回 
講義：「日本近代ホテル産業史」 
戦後の復興と経済成⻑からホテルの変遷を考察する 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：戦後の経済成⻑の歴史を調べノートす
る 

第 6 回 
講義：「グローバルホテルブランドとホテル事業」 
世界のホテルブランドと経営戦略を考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルブランドを web サイトで調べ
ノートする 

第 7 回 

講義：「ホテル製品・サービスと差別化戦略」 
競争の中でどの様に差別化を図り、競争優位にするか
考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルの製品・サービスの差別化とは
どの様なことか考えノートする 

第 8 回 
講義：「バジェットホテルビジネス」 
 バジェットホテルのビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：バジェットホテルを web サイトで検
索し概要をノートする 

第 9 回 

講義：「ホテル運営・経営方式」 
ホテルの運営・経営方式に焦点をあて、事業における
メリット、デメリットを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：フランチャイズシステムとはどの様な
ビジネスかを調べノートする 

第 10 回 

講義：「ホテル再生事業」 
事業の道を閉ざされたホテルがどの様に再生されたの
か事例をもとに考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：宿泊業の最近の倒産件数とその原因を
調べノートする 

第 11 回 

講義：「MICE 事業」 
MICE とはどの様なことか、観光立国を目指す日本の
目標の一つである MICE について考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：観光庁 HP から MICE について調べノ
ートする 

第 12 回 
講義：「ホテルにおけるブライダル事業 」 
ブライダル事業のビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル HP からブライダル事業を調べ
ノートする 

第 13 回 
講義：「ホテルのセールス＆マーケティング」 
ホテルのセールス体制やマーケティング戦略を考察す
る 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル web サイトやホテル予約サイ
トを調べ比較しノートする 

第 14 回 

講義：「ホテルと法律」 
ホテル事業はどの様な法律で規制されているのか考察
する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：旅館業法を調べその特徴をノートする 

第 15 回 振り返りと統括試験 復習：授業の復習とノート整理 



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU202-
Y51 

2.科目名 ホテル実務 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
観光学科 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 

２年次 
及び 
英語コミュニケーショ
ン学科 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目はホテル業におけるにおける運営実務を身につけることを目的とします。 
ホテルは様々な部門の集合体です。客室、レストラン、バンケットビジネスなどがあり、組
織や事業内容が異なります。 
各部門の業務を理解しどの様なマネジメントがなされているかを理解します。ホテルを利用
経験の少ない履修生でも理解できるように DVD などを活用し理解を深めます。 
履修後のレベルとしてホテル業においてチームリーダーとしての能力を目指します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は dp（ディプロマポリシー）の（1）自律的で主体的な態度(自律性）(5)
コミュニケーションスキル(6)専門的知識・技術の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです 
①ホテル各部門の業務と責務を説明できる。 
②ホテル業務のリレーションを説明できる。 
③ホテル製品・サービスの価値を説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 鈴木博 大庭祺一郎 2012『基本 ホテル経営教本』柴田書店 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
?ミニッツペーパーの提出と理解度（30％）［学修目標?〜③に対応］ 
②課題レポート（20％）第７〜13 回ホテルリサーチレポート［学修目標②③に対応］ 
webclass で案内します。 
③総括試験（50％）［学修目標①〜③に対応］ 

22.コメント 

ホテル業において「真実の瞬間」を作り出すのは現場スタッフです。その現場をマネジメン
トするためには幅広い業務知識が必要です。知識の習得だけでなく、自身で考えることも狙
いです。 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

講義：ガイダンス 
講義の内容、目的、評価方法の理解 

PC またはタブレット等は全回で必要 
講義ノートの準備 
予習：web サイト（ホテル予約サイ）を活
用し、どの様なホテルが新たに出店している



かノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 2 回 
講義：ビジョンと経営理念 
（ホテルのビジョンとは何にか、経営理念とは何かを
理解する） 

 
予習：ホテルの経営理念を調べノートに整理
する。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 3 回 講義：ホテルにおけるホスピタリティ 
（ホスピタリティの意味や価値を理解する） 

 
予習：「顧客にとっての製品・サービスの価
値とは何か」調べ意見をまとめノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 4 回 

講義：業務とチームワーク 
（ホテルの現場におけるチームワークの意義を理解す
る） 
 

予習：「チームワークとは何か」を考えノー
トに整理する。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 5 回 
講義：安全と衛生 
（ホテルの安全、安心、食品衛生などを理解する） 
 

予習：「消防法、食品衛生法の概要」の内容
を調べノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 
 

第 6 回 
講義：ホテル業における IT 
(コンピューターシステムを理解す） 
 

予習：ホテルの IT 化とはどのようなことか
考えノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 7 回 
講義：フロントサービスの実務 
（DVD で実際の実務を検証する） 
 

予習：各自でホテルのロビーを見学し、スタ
ッフの動きをノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 
 

第 8 回 
講義：フロントサービスクローク業務と責務 
（フロントサービスの内でクローク業務を理解する） 
 

予習：各自でホテルのロビーを見学し、スタ
ッフの動きをノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 9 回 
講義：フロントサービス ドアマンの業務と責務 
 

予習：各自でホテルのロビーを見学し、スタ
ッフの動きをノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 10 回 講義：フロントサービス ベルデスクの業務と責務 
予習：各自でホテルのロビーを見学し、スタ
ッフの動きをノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 11 回 講義： ホテル業におけるコミュニケーションの理解 

予習：各自のアルバイト経験でどの様なコミ
ュニケーションツールを活用していたかノー
トする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 12 回 
講義：ホテルとプロトコール 
 

予習：各自でホテルの玄関を見学し旗（国
旗、社旗）がどの様に扱われているのかノー
トする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 13 回 講義：フロント レセプション業務 
予習：各自でホテルのロビーを見学し、スタ
ッフの動きをノートする。 
復習：講義ノートの整理と復習 

第 14 回 
講義：レストランとサービス実務 
（DVD でサービスの実務を理解する） 

予習：web サイトからホテルにどの様なレ
ストランがあるのかノートする。 



復習：講義ノートの整理と復習 

第 15 回 まとめ 
総括試験 

復習：講義ノートの整理と復習 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU208-
A51 

2.科目名 観光実務特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田口健 

5.授業科目の区分 
専門教育／実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 全学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
春学期に開講する「ホテルマネジメント」
を履修することが好ましいが必須ではな
い。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義を中心とするが、事前課題の発表や、
ディスカッションによる発表も行うことが
ある。 

16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

科目名の傍題「ホテル総論」 
観光産業における「ホテル」について、概論、歴史、組織形態、サービス手法、防犯防災、
今後の課題と方向性、について幅広く学び、業界への理解を深め、就職活動上の進路選択に
役立てる。また、ホテル産業を外から見たうえで、特性を理解することで、将来ホテル業界
のみならず、観光業全般、不動産業、金融業、投資業などに携った際に知識を役立てるこ
と。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(6)専門的知識・技能の活用力を習得するため、観光業界の中で主要産業となるホテルの経
営形態や業務特性を理解し、自身の進路検討に役立てるとともに、どのような業界であって
も就職後のキャリアプランに役立ててもらう。 

19.教科書・教材 
新ホテル総論 日本ホテル教育センター 2015 年 2970 円 
 

20.参考文献 ホテルビジネスブック＜第二版＞、中央経済社 2016 年 

21.成績評価 

ノート提出   33％（各回の授業のまとめを毎回提出） 
小テスト    33％（3 回を程度を予定） 
レポート    33％（1 回） 
※期末試験は行わないので、日常の予習と授業への参加が肝要となる。 

22.コメント 

【履修にあたってのおことわり】  
①本シラバスの内容は、2022 年 4 月の時点のものであり、状況により変更されることがあ
る。 
②2022 年 4 月の時点では、原則として、通常の対面授業を実施する予定だが、担当教員は
非常勤で本務があるため、本務の都合によっては、一部もしくはすべての講義ががオンライ
ン授業となったり、休講・補講が発生する可能性がある。 
③テストは、WebClass を使用して行う。その際は原則として PC で行うこと。スマートフ
ォンでの受験は認めない。  
 

23.オフィスアワー 授業の前・後に適宜対応する。また、E メールでの質問は随時受け付ける。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 オリエンテーション 
初回のため、不要。講義の進め方や課題の提
出方法についての説明があるので、必ず出席
のうえ、メモを取ること。 

 ①ホテルとは 特になし。 
 ②ホテルの歴史 その１ 前週の「①ホテルとは」のノート提出を期日



までに行うこと。 

 ②ホテルの歴史 その２ 前週の「②ホテルの歴史 その１」のノート
提出を期日までに行うこと。 

 
③ホテルの組織 その１ 
 

前週の「②ホテルの歴史 その２」のノート
提出を期日までに行うこと。 

 ③ホテルの組織 その２ 
前週の「③ホテルの組織 その１」のノート
提出を期日までに行うこと。 

 ③ホテルの組織 その３ 
前週の「③ホテルの組織 その２」のノート
提出を期日までに行うこと。 

 ③ホテルの組織 その４ 前週の「③ホテルの組織 その３」のノート
提出を期日までに行うこと。 

 ④ホテルサービスの基礎知識 その１ 
前週の「③ホテルの組織 その４」のノート
提出を期日までに行うこと。 

 ④ホテルサービスの基礎知識 その２ 
前週の「④ホテルサービスの基礎知識 その
１」 のノート提出を期日までに行うこと。 

 ⑤ホテルの防災・防犯知識 
前週の「④ホテルサービスの基礎知識 その
２」 のノート提出を期日までに行うこと。 

 ⑥ホテル業の課題と今後の方向性 前週の「⑤ホテルの防災・防犯知識」のノー
ト提出を期日までに行うこと。 

 220 ページ以降「関係法令と各種書式」 前週の「⑥ホテル業の課題と今後の方向性」 
のノート提出を期日までに行うこと。 

 
予備①  
進捗状況により、未消化の内容の講義、特別講義、そ
の他ワーク等を予定する。 

前週の講義内容にかかわるノート提出を行う
こと。 
 

 
予備② 
進捗状況により、未消化の内容の講義、特別講義、そ
の他ワーク等を予定する。 

前週の講義内容にかかわるノート提出を行う
こと。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU209-
A51 

2.科目名 インバウンドツーリズム産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 
国際観光における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択必須 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 経営学科全体の専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 観光産業論履修必修 11.先修条件 観光産業論履修必修 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

インバウンドツーリズムとは何か、日本経済におけるインバウンドツーリズムの重要性を理
解し、インバウンドツーリズム産業全体を経営学視点において把握をする。インバウンドツ
ーリズムは、成⻑著しいアジアをはじめとする世界の需要を取り込むことによって、人口減
少・少子高齢化が進展する 日本において、交流人口の拡大によって地域の活力を維持し、
社会を発展させることに大きく貢献する。また、インバウンドツーリズム産業の核となる旅
行業、宿泊業、輸送業、航空・空港業、お土産販売業、フードビジネス業等について、マク
ロ視点から、それぞれの業界の特徴と問題点の考察した上で、個々の企業をミクロ的な問題
をとりあげ、その企業経営のあり方や、将来展望を模索するものとする。インバウンド観光
産業は毎年成⻑し、2019 年には訪日外国人旅行客が３,１88 万人を突破し、消費額は４兆６
千億円にも到達して、毎年最高記録を立てている。特に 2021 年、東京オリンピックを越え
関⻄地域には、2025 年の世界万博の開催が大阪地域に誘致する計画を控えている。 
ところが、最近世界に拡散する COVID-19 の影響で観光産業が大打撃を受けている中、この
危機を乗り越えて、ポストコロナを対応する新戦略への大転換の必要である。その時代に合
わせた専門知識を持つ人材が必要であろう。 
この講義では日本政府が主導する日本の未来を支える重要国家産業として専門家育成戦略に
従う『インバウンド主任者実務認定試験』を目指して徹底的な授業を実施します。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この講義では、国家別の人口、⺠族、宗教、文化、経済指標、海外旅行動向、訪日旅行動向
などを統計と調査資料で基づき市場分析し、急激に成⻑する新しいインバウンド観光の概念
と方向性を理解し、実際に実践に対応ができる能力を育てることを目標とする。  
①自分で専門分野を説明できるようにする。 
②外国・外国人について知識とコミュニケーションスキルを鍛える。 
③留学生との授業やグループワークで多様な理解が広かる。 
④観光検定試験の獲得できればエキスパートの専門性を身につけることができる。 

19.教科書・教材 

インバウンド実務主任者認定試験 
公式テキスト 
著者：安田亘宏  
インバウンドビジネス１ 
インバウンドビジネス２ 
著者：村山慶輔 
インバウンド実務主任者認定試験 公式過去問題集 
編：全日本情報学習振興協会 
発行：全日本情報学習振興協会 

20.参考文献 観光サービス論  安田亘宏 著 
基礎から学ぶ観光プランニング  小塩稲之・安田亘宏 著 

21.成績評価 毎回のワークシート（OPEN BOOK)を提出１回 5 点 X12=60 点 



Web Class 模擬テスト 
授業態度・テキスト持参も含む」  →   ６０％ 
（教科書持参など）   
期末テスト→   本テスト・e ポートフォリオ   →      40％ 
 

22.コメント 
社会や関連ビジネスにおいて、積極的な姿勢で参加する学生に期待しています。 
授業に対して深く理解し、復習や予習の準備など肯定的な姿勢を求めます。 
質問する力、聴く力、質問に答える力、続ける力などを身に付けることを期待しています。 

23.オフィスアワー 水曜日 12 時 10 分〜１３時 10 分 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

9 月 30 日 

1. Presentation 
学内外の活動の振り返り、ベンチマークに関する事項
評価 
インバウンドツーリズム産業総論について, グローバ
ル化教育について 
 

テキストとパソコン必修 

10 月 7 日 

ニューツーリズム 
グリーンツーリズム 
カルチャーツーリズム 
 

テキストとパソコン必修 

10 月 14 日 
フードツーリズム 
ワインツーリズム 
 

テキストとパソコン必修 

10 月 21 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
中国について 

テキストとパソコン必修 

10 月 28 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
台湾について 

テキストとパソコン必修 

11 月 4 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
タイについて 

テキストとパソコン必修 

11 月 11 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
ムスリム・ベジタリアンについて 

テキストとパソコン必修 

11 月 18 日 
8 課題 
訪日外国人旅行者への対応 
対応 2 通信環境・ユニバーサル・安全対策について 

テキストとパソコン必修 

11 月 25 日 

  ９課題 
訪日外国人旅行者への対応 
集客 3 ウェブメディア・店頭メディア・外国人スタ
ッフについて 

テキストとパソコン必修 

12 月 2 日 ９課題 テキストとパソコン必修 



訪日外国人旅行者への対応 
集客 3 ウェブメディア・店頭メディア・外国人スタ
ッフについて 

1２月 9 日 
インバウンドと 
テーマ別観光まちづくり 
伝統街並み・お城と温泉・世界遺産について 

テキストとパソコン必修 

12 月１６日 
国内旅行について 
国内市場規模 
国内宿泊旅行・交通手段・現地活動 

テキストとパソコン必修 

1 月 6 日 

国内旅行 
街並み・城郭・島・花見・紅葉・テーマパーク・動物
園・水族館・博物館・美術館・タワー・スキー場・農
園公園・国立公園・世界遺産 
 

テキストとパソコン必修 

1 月 13 日 

アフターコロナのインバウンド 
外国人旅行者の意識調査 
アフターコロナの対応 
アフターコロナのキーワード 
持続可能な開発（SDGs) 
国内旅行活性化 
マイクロツーリズム 
アドベチャーツーリズム 
フードツーリズム 
コンテンツツーリズ/アニメツーリズム 
ラグジュアリーツーリズム 
グランピング 
わーケーション 
コンシャストラベル 

テキストとパソコン必修 

1 月 27 日 期末テストとまとめ テキストとパソコン必修 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU212-
Y51 

2.科目名 サービス・ブランディング 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分  6.必修・ 
選択の区分 

ホテル・
ブライダ
ル専攻必
修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目ブランディングとは何か、さらにサービスブランディングとは何かを学びます。 
具体的には、ブランディングの意義と競争価値を明確にして、製品・サービスが顧客とのギ
ャップがどのような起きるのかを理解する。また、ブランディングによる製品拡張とはどの
様なことか、どうすれば製品価値を下げずに顧客に訴求するのかを学修します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 
授業は講義、グループワーク、ディスカッション、発表で構成されます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は dp（ディプロマポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）(4)問題発見・解決力(6)専門的知識・技術の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ブランディングの意義を説明できる。 
②製品・サービス拡張を論理的に説明できる。 
③ブランディングにおいて顧客とのギャップを見つけることができる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 
羽田康祐 2020『ブランディングの教科書』インプレス 
ハーバードビジネス 1998『ブランド価値創造のマーケティング』ダイヤモンド社』 
首藤秋敏 2008『サービスブランディング』博報堂 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①第 2 回〜14 回 ミニッツペーパーの提出と理解度 30％〔学習目標①〜③に対応〕 
?小テスト 20％〔学習目標?に対応〕 
?総括試験（記述式） 50％〔学習目標?〜③に対応〕 
但し、総括試験で正解率 20％以下は?の点数は加算されません。 

22.コメント 
必ずノートを準備し予習する 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。  
 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
サービスブランディングで何を学ぶかを理解する 

PC またはタブレット等は全回で必要 
予習：ブランドとはどの様なものか調べノー
トする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 2 回 講義：マーケティングミックス 製品・サービス 
予習：テーマパークの製品を調べ考察し、ど
の様なものかノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 



第 3 回 講義：マーケティングミックス 価格・流通 
予習：観光業において製品を購入する場所は
どこかノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 4 回 講義：ブランディングとインターナルマーケティング 
予習：企業は従業員にどの様に接すべきか考
えノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 5 回 講義：ブランディングの効果 
予習：あなたが理解するブランド価値とはど
の様なものかノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 6 回 講義：ブランディングと市場環境 
予習：現在のビジネス環境を 5 つ挙げてノ
ートしなさい。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 7 回 講義：ブランド戦略 
予習：ブランドの評価の高い企業製品を 10
社リストしてノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 8 回 
 講義：ブランド連想と拡張 

予習：あなたにとって高級なもの、高いが価
値がある、安いもの、安いだけでない価値が
ある、で連想する製品を上げて理由をノート
する。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 9 回 講義：ブランド拡張と垂直展開 
予習：様々な業界を 5 つ選びどの様なブラ
ンドがあるか調べノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 10 回 講義：ブランドパーソナリティと組織 
 

予習：10 回目に際して新たにブランドとは
どの様なものかを考えノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 11 回 講義：STP セグメンテーション・ターゲティング・
ポジショニン 

予習：日本の人口統計を調べ b 年代別の特
徴をのーとする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 12 回 講義：ブランドのフレームワーク 
予習：アルバイトん経験を顧客との接点とい
う観点で仕事を分類してノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 13 回 講義：ブランドの 4 つの市場 
予習：無店舗と店舗ありではどの様な違いが
あるのか考えノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 14 回 講義：サービスプロフィットチェーン 
予習：収益を上げるため最も必要なこと菜何
か考えノートする。 
復習：授業のノート整理と復習 

第 15 回 講義：振り返りと総括試験 復習：第 2 回から第 14 回まで復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU215-
Y51 

2.科目名 インバウンド・ツーリズム産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 
国際観光における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択必須 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 観光事業論履修必修 11.先修条件 観光事業論履修必修 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

インバウンドツーリズムとは何か、日本経済におけるインバウンドツーリズムの重要性を理
解し、インバウンドツーリズム産業全体を経営学視点において把握をする。インバウンドツ
ーリズムは、成⻑著しいアジアをはじめとする世界の需要を取り込むことによって、人口減
少・少子高齢化が進展する 日本において、交流人口の拡大によって地域の活力を維持し、
社会を発展させることに大きく貢献する。また、インバウンドツーリズム産業の核となる旅
行業、宿泊業、輸送業、航空・空港業、お土産販売業、フードビジネス業等について、マク
ロ視点から、それぞれの業界の特徴と問題点の考察した上で、個々の企業をミクロ的な問題
をとりあげ、その企業経営のあり方や、将来展望を模索するものとする。インバウンド観光
産業は毎年成⻑し、2019 年には訪日外国人旅行客が３,１88 万人を突破し、消費額は４兆６
千億円にも到達して、毎年最高記録を立てている。特に 2021 年、東京オリンピックを越え
関⻄地域には、2025 年の世界万博の開催が大阪地域に誘致する計画を控えている。 
ところが、最近世界に拡散する COVID-19 の影響で観光産業が大打撃を受けている中、この
危機を乗り越えて、ポストコロナを対応する新戦略への大転換の必要である。その時代に合
わせた専門知識を持つ人材が必要であろう。 
この講義では日本政府が主導する日本の未来を支える重要国家産業として専門家育成戦略に
従う『インバウンド主任者実務認定試験』を目指して徹底的な授業を実施します。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この講義では、国家別の人口、⺠族、宗教、文化、経済指標、海外旅行動向、訪日旅行動向
などを統計と調査資料で基づき市場分析し、急激に成⻑する新しいインバウンド観光の概念
と方向性を理解し、実際に実践に対応ができる能力を育てることを目標とする。  
①自分で専門分野を説明できるようにする。 
②外国・外国人について知識とコミュニケーションスキルを鍛える。 
③留学生との授業やグループワークで多様な理解が広かる。 
④観光検定試験の獲得できればエキスパートの専門性を身につけることができる。 

19.教科書・教材 

インバウンド実務主任者認定試験 
公式テキスト 
著者：安田亘宏  
インバウンドビジネス１ 
インバウンドビジネス２ 
著者：村山慶輔 
インバウンド実務主任者認定試験 公式過去問題集 
編：全日本情報学習振興協会 
発行：全日本情報学習振興協会 

20.参考文献 観光サービス論  安田亘宏 著 
基礎から学ぶ観光プランニング  小塩稲之・安田亘宏 著 

21.成績評価 毎回のワークシート（OPEN BOOK)を提出１回 5 点 X12=60 点 



Web Class 模擬テスト 
授業態度・テキスト持参も含む」  →   ６０％ 
（教科書持参など）   
期末テスト→   本テスト・e ポートフォリオ   →      40％ 
 

22.コメント 
社会や関連ビジネスにおいて、積極的な姿勢で参加する学生に期待しています。 
授業に対して深く理解し、復習や予習の準備など肯定的な姿勢を求めます。 
質問する力、聴く力、質問に答える力、続ける力などを身に付けることを期待しています。 

23.オフィスアワー 金曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回 

1. Presentation 
学内外の活動の振り返り、ベンチマークに関する事項
評価 
インバウンドツーリズム産業総論について, グローバ
ル化教育について 
 

テキストとパソコン必修 

2 回 

ニューツーリズム 
グリーンツーリズム 
カルチャーツーリズム 
 

テキストとパソコン必修 

3 回 
フードツーリズム 
ワインツーリズム 
 

テキストとパソコン必修 

4 回 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
中国について 

テキストとパソコン必修 

5 回 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
台湾について 

テキストとパソコン必修 

11 月 4 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
タイについて 

テキストとパソコン必修 

11 月 11 日 

訪日外国人 
旅行者への 
対応姿勢 
ムスリム・ベジタリアンについて 

テキストとパソコン必修 

11 月 18 日 
8 課題 
訪日外国人旅行者への対応 
対応 2 通信環境・ユニバーサル・安全対策について 

テキストとパソコン必修 

11 月 25 日 

  ９課題 
訪日外国人旅行者への対応 
集客 3 ウェブメディア・店頭メディア・外国人スタ
ッフについて 

テキストとパソコン必修 

12 月 2 日 ９課題 テキストとパソコン必修 



訪日外国人旅行者への対応 
集客 3 ウェブメディア・店頭メディア・外国人スタ
ッフについて 

1２月 9 日 
インバウンドと 
テーマ別観光まちづくり 
伝統街並み・お城と温泉・世界遺産について 

テキストとパソコン必修 

12 月１６日 
国内旅行について 
国内市場規模 
国内宿泊旅行・交通手段・現地活動 

テキストとパソコン必修 

1 月 6 日 

国内旅行 
街並み・城郭・島・花見・紅葉・テーマパーク・動物
園・水族館・博物館・美術館・タワー・スキー場・農
園公園・国立公園・世界遺産 
 

テキストとパソコン必修 

1 月 13 日 

アフターコロナのインバウンド 
外国人旅行者の意識調査 
アフターコロナの対応 
アフターコロナのキーワード 
持続可能な開発（SDGs) 
国内旅行活性化 
マイクロツーリズム 
アドベチャーツーリズム 
フードツーリズム 
コンテンツツーリズ/アニメツーリズム 
ラグジュアリーツーリズム 
グランピング 
わーケーション 
コンシャストラベル 

テキストとパソコン必修 

1 月 27 日 期末テストとまとめ テキストとパソコン必修 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU217-
Y51 

2.科目名 エアライン特別演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 樫本則子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 航空産業論を履修済み、もしくは航空実務
を併せて履修することが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
グループワーク 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ホスピたちティについて多角的な視点で捉えて学習していきます。 
自信の感性を磨き、良好な人間関係の形成を目指します。 
ホスピタリティの行動力を高め、自己成⻑を目指します。 
航空業界を含め、優れたホスピタリティ産業の理念や行動の特徴について学ぶびます。 
世界に目を向け、異文化交流、ダイバーシティなどの必要性を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性（3）多様性理解（４）問題
発見・解決力（５）コミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①ホスピタリティやサービスについての概念や定義を理解し、説明ができる。 
②ホスピタリティ産業の経営理念や行動を評価できる視点を身につける。 
③多様性・ダイバーシティを理解し、説明できる。 
④異文化を理解し、他者への思いやり、ホスピタリティを身につける。 
⑤自身の生活においてホスピタリティマインドの実践ができるようになる 

19.教科書・教材 
テキストは理論編・実践編・企業研究参考資料などを配布します。 
その他適宜、関連資料を配布します。 
（特に教科書は使用しません） 

20.参考文献 ホスピタリティ学のすすめ / 服部勝人 / 丸善株式会社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①学期末試験・・・40 点【学習目標①〜⑤に対応】 
②確認試験 ・・・・10 点【学習目標①②に対応】 
③レポート ・・・・30 点【学習目標②に対応】 
④グループワークおよび発表 ・・・・20 点【学習目標④⑤に対応】 
 

22.コメント 

ホスピタリティの目的は相手の立場を尊重し、愉快に、温かく、優しくもてなす心を行動に
示すこと 
です。その基本となる挨拶・言葉遣い・態度・身だしなみなどのマナーを受講に際しても実
践していきましょう。 
また遅刻や欠席をせず、提出物の期限厳守んどの時間の管理も行いましょう。 
個人で講義を受けるだけでなく、グループワーク等ではチームワークも発揮しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
  学習内容・講義の進め方・留意点など 
ホスピタリティ理論の復習 
  春学期に行った「エアライン特別演習Ⅰ」の振り

 



返り 
 

第 2 回 
ホスピタリティ実践１ 
  食事のマナー （和食） 

配布資料「食事のマナー」の内容を復習して
おくこと。 

第 3 回 ホスピタリティ実践２ 
  食事のマナー（洋食） 

配布資料「食事のマナー」の 
内容を復習しておくこと 

第 4 回 
 

ホスピタリティ実践３ 
  ユニバーサルサービスとユニバーサルデザイン 

ユニバーサルサービスに取組んでいる企業を
選び、調べておくこと. 
 

第 5 回 企業研究１ 
  航空会社 (ＪＡＬ・ＡＮＡ） 

関心のある航空会社の理念や方針、取り組み
について調べておくこと。 

第 6 回 
企業研究２ 
  テーマパーク （ ＴＤＬ・ＵＳＪ） 

自身の関心のあるテーマパークに関して、魅
力を感じる点をまとめてみること。 

第 7 回 
企業研究３ 
  ホテル （帝国ホテル・リッツカールトン 他） 

講義内で視聴した映像についてのレポートを
作成しておくこと。 

第 8 回 
企業研究４ 
  医療機関 （ホスピス） 

講義内で視聴した映像についてのレポートを
作成しておくこと。 

第 9 回 
ホスピタリティマネジメント２ 
  クレーム分析と対応 

配布資料を理解し、自身のアルバイトや顧客
として経験したクレームやその時の対応、感
情についてまとめておくこと。 

第 10 回 
ホスピタリティマネジメント３ 
  グループワーク （クレーム対応）および発表 

他のグループの発表を客観的に評価できるよ
うになること。 

第 11 回 
ホスピタリティ総論１ 
  異文化コミュニケーション 

世界に視野を広げ、⺠族・宗教・タブーを学
ぶ。 
国際プロトコールを理解する。 

第 12 回 ホスピタリティ総論２ 
  多様性・ダイバーシティ 

多様性について理解し、ジェンダー問題につ
いて考えてみる。 

第 13 回 ホスピタリティ総論３ 
  交流分析 （エゴグラム） 

エゴグラム表を完成させ、自身の行動パター
ンに関して考察しておくこと。 

第 14 回 ホスピタリティ総論４ 
  人間力（考える力・行動する力）を養う 

今までのホスピタリティの考え方を基に、人
間力といわれる感じる力・考える力・行動す
る力を DVD を通して学ぶ。 
 

第 15 回 期末試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU218-
Y81 

2.科目名 観光イベント論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 冬学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
演習 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 観光プロモーションとは観光マーケティング活動における販売促進活動全般のことで、具
体的には広告・広報（PR）、セールスプロモーションなどを指します。観光地や、観光商
品・サービスの存在を多くの人に認知してもらい、認知させたい人に旅行の実施、商品・サ
ービスの購買のための動機付けをすることがその役割です。これら基本的なプロモーション
の基本的な概念を修得することを目的としています。 
【概要】 
 消費者の考え方の変遷を取り上げながら観光産業におけるプロモーション事例を学びま
す。後半は学生作成によるケーススタディとディスカッションを中心に講義を進めます。 
 その上で学んだことを活用してグループまたは個人発表を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 観光プロモーションの基礎を理解し、説明出来るようになる。 
② 観光プロモーションの基礎的な理論を習得し経済的価値の観点で説明出来るようにな
る。 
③ 観光プロモーションの基礎を理解し、社会的価値を提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)   自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4)   問題発見・解決力 
(6)   専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 必要に応じて案内します。 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％ 【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト         40％ 【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】  
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由で 

22.コメント 

ケース準備やディスカッションが必要となるので、積極的な授業参加が求められます。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークの場合、交通費がかかります。 



23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 授業概要の説明   
・観光プロモーションとは 

シラバスの確認 

2 回目 
消費者の需要とプロモーション 
・顕在と潜在の違い ニーズとウォンツの復習 

3 回目 
ブランドとプロモーション 
・PR とブランド ブランドを考える 

4 回目 オリンピック関連のプロモーション 
・レガシー 

地域プロモーションを考える 

5 回目 
カスタマージャーニー 
・ジャーニーから仮説を立てる 

カスタマージャーニーの復習 

6 回目 
イベントでのプロモーション 
・直接訴求する 

イベントプロモーションのアイデアを考える 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 前半の振り返り 

8 回目 DX と市場の変化 
・観光 DX 

DX のアイデアを考える 

9 回目 観光サービス EC 
・EC 市場の変化 

EC 市場のアイデアを考える 

10 回目 
観光プロモーションのケース発表とディスカッション 
 

ケース準備 

11 回目 
観光プロモーションのケース発表とディスカッション 
 ケース準備 

12 回目 
観光プロモーションのケース発表とディスカッション 
 ケース準備 

13 回目 観光プロモーションのケース発表とディスカッション ケース準備 
14 回目 観光プロモーションのケース発表とディスカッション ケース準備 

15 回目 
全体の振り返り 
・レポート作成 

全体の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU221-
Y51 

2.科目名 ＭＩＣＥ・ＩＲ概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分  

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 旅行産業論 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】 
MICE とは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、
国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント
（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベン
トなどの総称である。IR は Integrated Resort の頭文字で統合型リゾートと呼ばれており国
際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現することを目的として、2018 年７月に特定複合
観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）が成立し、国内で３か所を上限として、ＩＲの設置が進
められることとなった。 
この授業では、ＭＩＣＥとＩＲ両方を講義形式で学び、個人またはグループでの観光産業と
のかかわり方をが学生が発表する形式である。 
【目的】 
人が集まるという直接的な効果はもちろん、人の集積や交流から派生する付加価値や意義に
ついての認識を高めることで未来の観光リテラシー向上を目指す 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① MICE および IR の基礎を理解し、説明出来るようになる。  
         
② MICE および IR の基礎的な理論を習得し経済的価値の観点で説明出来るようになる。
        
   
③ MICE および IR の基礎的な理論を習得し社会的価値の観点で説明出来るようになる。
        
   
        
   
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している  
         
(1) ? 自律的で主体的な態度 （自律性）     
      
(4) ? 問題発見・解決力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 必要に応じて案内します。 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％ 【学修目標の①に対応】 
        
  
確認レポート・テスト         40％ 【学習目標の②に対応】 
        
  



グループ・個人発表・最終レポート   40％ 【学習目標の③に対応】  
        
  
ルーブリックを用いて評価します 
        
  
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解して 

22.コメント 

レポート提出・ケース発表・ディスカッションが必要となるので、単位認定には積極的な授
業参加が求められます。      
     
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。      
     
ノートテイキングを強く推奨します。     
      
フィールドワークの場合、交通費がかかります。     
       
 

23.オフィスアワー 

⽕曜日３限目 研究室      
     
木曜日２限目 学習支援センター      
      
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 

ガイダンス 授業概要の説明  ※シラバスの内容や
順番は変更の可能性があります。  
     
・観光の中の MICE/IR   
    
 

シラバスの確認 

2 回目 

MICE とは    
   
・MICE の定義    
   
 

MICE の影響を考える  
  
    
 

3 回目 

MICE の発生とその発展   
    
・MICE の歴史や概念、MICE が成立した経緯を学ぶ
     
  
 

MICE の成り立ちを考える 

4 回目 

コミュニケーションビジネスとしての MICE 
      
・コミュニケーション性と MICE  
     
 

コミュニケーションの可能性を考える 



5 回目 

MICE の開催効果    
   
・経済的・社会的効果と MICE   
    
 

MICE の効果を理解する 

6 回目 

MICE マーケット①    
   
・M/I/C/E の概要    
   
 

MICE の事例を学ぶ 

7 回目 

MICE マーケット②    
   
・M/I/C/E の概要    
   
 

MICE の事例を学ぶ 

8 回目 

確認テスト    
   
・前半確認テスト    
   
 

前半確認 

9 回目 

IR 事業の可能性    
   
・IR の概略    
   
 

IR を理解する 

10 回目 

"コンベンションビューローの役割と事業 
・誘致活動とユニークベニュー"  
     
     
  
 

ユニークベニューを学ぶ 

11 回目 

"メガイベント 
・見本市や国際博覧会"   
    
     
  
 

メガイベント事例を学ぶ 

12 回目 

"地域の MICE ビジネス 
・地方創生と MICE"    
   
     
  
 

地方創生を学ぶ 

13 回目 
個人またはグループ発表   
    
 

発表準備 

14 回目 
個人またはグループ発表   
    

発表準備 



 

15 回目 

全体振り返り    
   
・総括テストまたはレポート   
    
 

全体の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU222-
Y51 

2.科目名 観光交通システム論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 飛行機、鉄道、バスに代表される交通機関は主として観光を構成する媒体として位置づけ
られるものの、観光コンテンツは観光客の移動によって演出されます。また、見る場所や位
置によってその観光要素は変化し、同じ景色でもバスと電車の車窓からでは結果的に違う景
観を見せる「場を提供する」という役割も持っています。この視座から見れば交通手段は観
光風景の多様性を醸し出す手段と言えます。 
 さらに、交通期間はは単なる移動手段としての役割のみならず、乗り物自体が観光資源と
しての役割を演じるケースも多くみられます。このように観光における交通機関には、単に
移動手段としての媒体のほか、観光地の魅力向上の仕掛けとしての役割を持つ観光には欠か
せない要素です。 
 この授業では交通と観光が相互に及ぼしあう影響や効果を十分に理解し、社会課題解決と
交通機関が果たす経済的価値を学ぶことを目的とします。 
 授業内では毎回復習を兼ねたディスカッションを行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 観光交通の基礎を理解し、問題と課題について説明出来るようになる。 
② 交通ビジネスの役割や重要性を理解し、経済的価値の観点で説明出来るようになる。 
③ 交通ビジネスが社会との関わりの中でどのような役割を果たして、社会的価値を与える
かを 
  提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 観光交通ビジネス 塩見英治編著 成山堂出版 ISBN978-4-425-92881-1 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％ 【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト         40％ 【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】 
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が生じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由でも 

22.コメント 
交通機関は観光のための単なる移動手段としてではなく、近年では過疎化、高齢化や観光公
害などの社会問題の解決に期待が寄せられています。このような時代背景において観光とい
う産業と社会課題の双方から交通という概念にアプローチすることで、交通機関の意義の理



解を深めます。 
講義中にディスカッションを予定しているので、旅行ビジネスついての発言が出来るように
積極的な姿勢で授業に参加をお願いします。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 ガイダンス 
-講義概要 授業の進め方 

印象に残る交通体験 

2 回目 
観光の発展と交通機関 
-観光交通の特徴 

印象に残る観光体験 

3 回目 
観光交通サービスの特性と観光交通ビジネスの展開 
-観光交通ビジネスとサービスの展開 印象に残るサービス体験 

4 回目 
観光政策の変遷と観光交通ビジネス 
-観光政策と観光交通 印象に残る交通の変化 

5 回目 旅行会社と交通機関① 
-様々なビジネスモデルの中での旅行会社と交通機関 

印象に残る旅行会社 

6 回目 
旅行会社のグローバル化 
-海外旅行における交通手配と特徴 

印象に残る海外体験 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 

前半振り返り 

8 回目 
航空ビジネスと観光 
-日本における航空政策の展開 印象に残る飛行機体験 

9 回目 空港ビジネスと観光 
-観光における空港の機能と役割 

印象に残る空港体験 

10 回目 鉄道ビジネスと観光 
-観光における鉄道の役割 

印象に残る鉄道体験 

11 回目 
その他の交通ビジネスと観光 
-バス事業・タクシー事業・クルーズ事業と観光 

印象に残るバスの体験 

12 回目 
地域の活性化・まちづくりと観光・交通 
-地域活性化のための観光・まちづくりにおける交通
機関の役割 

印象に残る観光交通 

13 回目 
MICE と観光振興 
-MICE の中での交通機関の役割 

印象に残るイベント体験 

14 回目 
後半確認テスト 
 確認テスト予習 

15 回目 
全体振り返り 
レポート作成 
 

全体振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU223-
Y51 

2.科目名 旅行業演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

旅行会社、宿泊施設、交通関連会社などの観光産業における実務的な知識、マーケティング
などを理解することを目的とします。旅行会社の商品企画、販売体系などを実習をすること
で理解を深めます。 
ワークとしては、旅行商品のプランニングからプレゼンテーションまでしてもらいます。 
３年間にわたる新型コロナウィルスの影響を受け、将来展望を考えることで新たなビジネス
モデルの考察も行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門的知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①旅行商品を企画し、顧客へ提案する。 
②旅行業におけるマーケティングを理解し、商品化へつなげる。 
③主要な観光産業の新たなビジネスモデルを考案する。 

19.教科書・教材 適宜、レジュメを配布します。 

20.参考文献 
旅行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本  秀和システム 中村恵二・柏木由紀子著 
新版・観光マーケティング入門 同友館 森下晶美編著 
売れる仕組みをどう作るか トルネード式仮説検証 幻冬舎 永井孝尚著 

21.成績評価 

＊理解度確認テスト  10 点×2＝20 点 
＊商品企画内容    10 点 
＊プレゼンテーション    10 点 
＊課題レポート               60 点 

22.コメント 

①旅行商品のパンフレット内容を研究してください。 
②参考文献も積極的に活用してください。 
③日経新聞など観光産業に関する記事を読んで理解してください。 
④課題レポートのテーマは、13 回目の授業で発表の予定です。 
⑤課題レポートの提出は、15 回目の授業終了後に回収します。 
⑥出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
⑦全出席による加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了後又は、E メールにより対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１ オリエンテーション/旅行業の仕組み  
２ 旅行業の流通 参考文献などで予習 
３ 観光産業の概要① 参考文献などで予習、復習 
４ 観光産業の概要② 参考文献などで予習、復習 
５ 旅行業界の現状① 参考文献などで予習、復習 
６ 旅行業界の現状② 参考文献などで予習、復習 
７ 旅行会社の仕事 参考文献などで予習、復習 
８ 旅行商品の研究 参考文献などで予習、復習 

９ 旅行業におけるマーケティング 
（売れる仕組みを考える） 

参考文献などで予習、復習 



１０ 
 

旅行業の将来展望 
（新たなビジネスモデルを考える） 

参考文献などで予習、復習 

１１ 旅行商品企画（ワーク） 
参考文献などで予習、復習   
 

１２ 旅行商品企画（ワーク） 参考文献などで予習、復習 

１３ 
企画商品のプレゼンテーション 
（パワーポイント） 参考文献などで予習、復習 

１４ 
企画商品のプレゼンテーション 
（パワーポイント） 参考文献などで予習、復習 

１５ まとめ 参考文献などで予習、復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU305-
Y51 

2.科目名 航空実務 3.単位数 4 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 基幹科
目 専攻コア 

6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 ２年生 
10.取得資格の要件  11.先修条件 航空産業論 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義ではエアラインビジネスを基盤として、大手航空会社の経営戦略を先ず学びます。
特に現代の国際線を運航する大手航空会社（FULL SERVICE AIRLINE=FSC)のネットワーク
戦略の基本と他エアラインとの提携戦略について理解することができます。また、マイレー
ジやコストマネジメントなどの企業戦略について、そのポイントをレストラン経営など身近
な例から解説します。次にローコストキャリア（LCC)の経営についてその特徴と具体的な
コスト削減の活動内容を学ぶことができます。そしてＬＣＣがＦＳＣとは全く異なるビジネ
スモデルであることを講義により解説します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(2)社会的貢献性】【(4)問題発見・解決
力】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連しています。 
本科目の学習目標は以下のとおりです。 
①大手航空会社の基本的な経営戦略について学ぶことができる。特に航空会社の商品である
航空路線の展開に関するネットワーク戦略について基本的な考え方を学ぶことができる。 
②在庫が出来ない商品を扱う航空会社の収入戦略、コストマネジメント、マイレージなどの
顧客戦略について、レストランの経営を例題に詳しく解説し、その基本的な戦略を学 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 航空産業入門（第 2 版） 発行：東洋経済新報社 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・40 点 （講義に出席し、講義中に
ポイントを掴み、配布する資料に要点を記入する）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する）※学習目標①、②、③に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通して航空会社のオペレーションのポイントを理
解し、考察することができる）※学習目標①、②、③に対応 

22.コメント 
現代航空事情では、エアラインビジネスにおいて学んだ航空業界のビジネスの仕組みを基盤
として、航空会社の経営戦略を学びます。ANA や JAL に代表される大手航空会社の戦略と
台頭著しいＬＣＣ（ローコストキャリア）の戦略を比較していきます。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】
  
 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第２回】
  
 

講義 エアラインの特性とコロナ危機 
エアライン事業の特性ならびにコロナ危機の影響につ
いて説明し、今後のエアライン事業の将来性について

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 



考察する。 

【第３回】 

講義 ハブ＆スポーク戦略とアライアンス 
現在の大手航空会社が採用するハブ＆スポーク戦略を
詳述し、また、その戦略を更に深めるハブ空港におけ
る対応や海外他社との提携（アライアンス）の必要性
について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義 レベニューマネジメント戦略 
航空産業の特性を踏まえ、座席管理の仕組みと価格と
の連動について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義 マイレージ戦略 
エアラインが進めるマイレージ戦略を中心とした対顧
客サービスについてケーススタディにより説明し、そ
の戦略について考察する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 

講義 生産性の向上とコストマネジメント 
航空機の購入など多額の固定費を負担するエアライン
におけるコストマネジメントとＩＴ導入などによる生
産性向上の仕組みを解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義 職掌制度と人材マネジメント 
労働集約型産業であるエアラインの様々な職種の役割
とその人材要件を解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 
講義 安全管理 
エアラインにとって必須命題である安全運航につい
て、その具体的な内容を詳述する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 

講義 貨物事業戦略 
旅客運送とは異なり、コロナ拡大下においても収入を
確保している航空貨物事業と貨物のオペレーションに
ついて説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義 ＬＣＣの誕生と成⻑ 
ＬＣＣが誕生した背景について米国における規制緩和
と関連して解説する。またその後のＬＣＣの急成⻑の
理由を掘り下げて考察する。 
第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義 ＬＣＣの戦略① 
ＬＣＣにおけるオペレーションにおける様々なコスト
削減の仕組みを学習する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義 ＬＣＣの戦略② 
ＬＣＣにおける予約販売よびアンシラリー収入に関す
る様々な活動について学習する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義 ＬＣＣのビジネスモデル 
ＬＣＣは単なるコスト削減ではなく、大手航空会社と
は全く異なるビジネスモデルを実現していることを説
明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義 エアラインを取り巻く現状と課題 
現代の航空会社を取り巻く現状、例えば脱炭素化社会
に向けた現状などにや空飛ぶ車などついて国土交通省
の資料を基に解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 



 

【第１５
回】 

講義 エアラインのオペレーション 
エアラインのオペレーション全体を振り返り、重要な
ポイントを整理する。 
第 3 回小確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU307-
Y51 

2.科目名 ツアーガイド実務 3.単位数 4 

4.授業担当教員 小泉園栄 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 T50 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Students will learn the basic job of the travel and tourism  industries and tour escort, in 
depth study of tour escort  not only during the tour but thorough follow up before and 
after each tour. 
Also, learn a wide range of different travel and tourism jobs and situations. 
We will go on a field trip (if possible) as like a real tour. Practice making the itinerary and 
speaking as a tour guide.  Learn how to make a professional itinerary.  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Gain the knowledge of basic travel industry jobs. 
Gain the professional English communication skills as well as relationship with other 
industries. 
Entry level of tour escort. 

19.教科書・教材 Teacher provide prints. 

20.参考文献 Welcome! English for the travel and tourism industry. 
Camgridge University Press 

21.成績評価 

The teacher consider each student's motivation, effort and manner during every lesson, A 
student's final score is based on: 
Enthusiasm and high motivation-30% 
Contents of presentation and role play-30% 
Assignments and tests - 40% 

22.コメント 
To work at tourism industries, you must have extensive knowledges of tourism as well as 
excellent communication skills. There are no perfect tours, therefore you must be flexible  
in order to ensure guest satisfaction. Please bring your laptop. 

23.オフィスアワー If you have any questions, feel free to ask me before or after the class in classroom. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
1-1 
2-1 

1-1/1-2  Course Introduction-Talk about your travel 
experiences 
                                ●City code & 
Airport code 
                                  Short test 
             Unit 9  Around the world  P24 
                         Go on a round the wo 

Prepare for your self-introduction and past 
travel experiences  
Check airport & city codes 
Make around -the -world trip itinerary 
 

 
3-2 
4-2 

2-1/2-2  Unit 9 Presentation of your around-the-
world trip itinerary 
                 
             Unit 1  Working in travel and tourism  
                        Learn the job for Local 
resort representatives 

Complete your around -the -world  trip 
plan 
Make a domestic trip itinerary ① (Your 
home town) 



                        Writing * About your 

 
5-3 
6-3 

3-1/ 3-2  Unit 2 Being friendly and helpful P10-11 
                        Listening- Friendly & 
Unfriendly 
                        The most important 
pieces of advice 
                         
    
               * Presentation of your home town 
(domestic 

Make your domestic trip itinerary ② 

 
7-4 
8-4 

4-1/4-2  Unit 3 When in Rome,,, 
                        First visit to a Ryokan 
                       Suggestions and 
reccommendations for a visitor to           
                       your country. 
     
   *Presentation of your domestic trip itinerary 
② 

Make your domestic tour itinerary  ③ 

 
9-5 
10-5 

5-1/ 5-2   
Unit 4 Dealing with enquiries  P14-15 
          Answering to enquiries 
          Role Play  
          
  * Presentation of your domestic trip Itinerary ③ 
        * Make your domestic trip itinerary ④ 
 

Make your domestic trip itinerary ④ 

 
11-6 
12-6 

6-1/6-2  Unit 5  Different ways of travelling 
                         Reading : Afraid of 
flying? 
              
                           
  * Presentation of your domestic trip Itinerary ④ 
       * Make your domestic trip itinerary ⑤ 
             
 

Make your domestic trip itinerary ⑤ 

 
13-7 
14-7 

7-1 /7-2  Unit 6 Asking questions P18-19 
                        Practice for asking / 
answering questions 
                        Role Play  
                        
   * Presentation of your domestic trip Itinerary 
⑤ 
   * Learn how to make an internation 

Make your international trip itinerary 
①(your favorite destination) 

 
15-8 
16-8 

8-1/8-2   Unit 7  Taking a booking P20-21 
                         Practice and Role Play  
                                        
      * Presentation of your international trip 
Itinerary ① 

Make your international  trip itinerary ② 



      * Make your international  trip itinerary ② 
 
17-9 
18-9 

Unit 8 The best way to get there.P22-P23 
 * Presentation of your international trip Itinerary ② 
     * Make your international  trip itinerary ? 

Make your international trip Itinerary ③ 

 
19-10 
20-10 

Unit 10 Organising a trip P26-27 
*Presentation of your international trip ③ 
*Make your international trip itinerary ④ 

Make your international itinerary ④ 

 
21-11 
22-11 

11-1/11-2  Unit 35 To and from the airport P76-
P77 
  * Presentation of your international trip ④              
  *Make your International trip itinerary ⑤ 
                   
 

Make your International trip itinerary ⑤ 

 
23-12 
24-12 

12-1/12-2  Unit 36 Local knowledge P78-P79 
                             
                * Presentation of your 
international trip ⑤ 
                 *Make your international trip 
itinerary ⑥（2nights 3 days) 

 Make your international  trip itinerary ⑥ 

 
25-13 
26-13 

13-1 /13-2  Unit  41 Is there anyting I can do?  
                               Learn how to deal 
with problems  
            
                              
     * Presentation of your international trip 
itinerary ⑥ 
                  *Make your Internationa 

Make your international  trip itinerary ⑦ 

 
27-14 
28-14 

14-1 /14-2  Unit 42 Dealing with complaints 
                               Listening and 
Role play 
                                
                 * Make your international  
itinerary (Final)            
                     
 

Make your Final international  
trip itinerary 

 
29-15 
30-15 

15-1 /15-2  Final exam (Practical business part) 
                    
                  *Score announcement.(Tour 
planning part) 
                   
 

Complete your final international trip 
itinerary 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TR2101-
Y51 

2.科目名 地域創造論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2019 年度以降入学
生） 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
本科目は、観光の視点から農山村地域の新たな価値を見出し、創造的なアイディアをデザイ
ンする力を養うことを目的としています。 
【科目の概要】 
少子高齢化が農山漁村地域のみならず、地方の中小都市にまで多大な影響を及ぼすなか、観
光を通じた地域活性化の取り組みが盛んに進められています。その視点は、経済的な効果に
とどまらず、住⺠と訪問者の人間的な関係を促進することまで、多様な側面に及びます。こ
の授業では、そうした地域と観光の状況を概観したうえで、自然と文化の資源の継承と新た
な価値創造の視点や方法論を学びながら、グローバル化した観光現象のなかでの『地域創
造』を理解します。 
この科目を通じて得られた地域創造の視点と方法論の知識は、地域振興の現場に立った時に
新しいアイディアと実践の基盤として有意義なものとなるでしょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP と関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関+B1 心を持
つ。 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①さまざまな「地域」の捉え方と「地域活性化」の視点を説明できる。 
②さまざまな地域の抱える課題を分析し、指摘できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 
松永安光・徳田光弘 (著, 編集)『世界の地方創生: 辺境のスタートアップたち』学芸出版
社、2017 年 
高橋一夫『DMO 観光地経営のイノベーション』学芸出版社、2017 年 

21.成績評価 

評価の方法と採点は以下の通りです。 
・グループディスカッションの発表・・・・20%   【学習目標①②③に対応】 
・授業中に課されたレポート（修正）・・・20%  【学習目標①②③に対応】 
・期末のアイディア制作（修正）・・・・・60%    【学習目標①②③に対応】 

22.コメント 
価値観の多様化やインバウンド観光、シェアリング文化など、社会の変化にしっかり目を向
けながら、新しい地域の在り方について考えていきましょう。 
※フィールドワークの参加費は自己負担です（2000 円前後）。 

23.オフィスアワー 
個人研究室： 
学修支援センター： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・ディスカッション：「地域」とはなにか 

予習：身の回りの地域の課題について考えて
くる。 

【第 2 回】 
講義：「地域」の捉え方 
グループワーク：「地域」の基準 

予習：地域の考え方について調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 3 回】 
講義：地域の構造と課題 
ディスカッション：地域の課題と原因を考える 

予習：地域の課題について調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 4 回】 講義：創造都市論 
ディスカッション：都市の創造性 

予習：創造都市論について調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 5 回】 
講義：創造農村論 
ディスカッション：創造的な農村のあり方 

予習：創造農村論と文化経済学について調べ
る 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 6 回】 
講義：地域資源のマネジメントと関係人口 
ディスカッション：地域コミュニティの役割 
 

予習：関係人口について調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 7 回】 
講義：地域の景観とツーリズム 
ディスカッション：景観の維持と個人の権利 

予習：景観の概念について調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる  
 

【第 8 回】 
講義：農村と観光：イタリアの取り組み① 
ディスカッション：イタリアと日本の農山村の違い 

予習：グリーンツーリズムについて調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 9 回】 
講義：農村と観光：イタリアの取り組み② 
ディスカッション：日本の農村観光の課題とは？ 

予習：アグリツーリズモについて調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 10 回】 
講義：フードツーリズムの可能性 
グループワーク：フードツーリズムのプランを考える 

予習：フードツーリズムの概念について調べ
る 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 11 回】 

フィールドワーク：地域資源の活用を考える 
（追記：状況をみて学内での講義＆ディスカッション
に変更） 
 

予習：地域活性化のさまざまな事例について
調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 12 回】 

講義：シェアリング文化の可能性 
グループワーク：シェアリングによる地域活性化のプ
ランを考える  
 

シェアリングエコノミーの概念について調べ
る 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる  
 

【第 13 回】 
講義：インバウンド観光と農山村 
グループワーク：訪日外国人が日本の農山村地域に求
めるものを調べる 

予習：インバウンド観光の現状について調べ
る 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 



【第 14 回】 グループワーク：地域活性化の新たなアイディア提案 
予習：地域活性化の事例について調べる 
復習：授業で学んだ事例や視点について、関
連する事例を調べる 

【第 15 回】 アイディア発表と講評 
予習：地域活性化のアイディアをまとめてく
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TR2201-Y51 2.科目名 サステイナブルツーリズム論 
3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

この科目では、サステイナブルツーリズム(持続可能な観光) の基本概念と歴史的経過を学
び、その実現のための課題と、地域・行政・観光事業者・観光客などのステークホルダー（利
害関係者）が果たすべき役割を学習します。将来の地域産業および観光産業に対して持続可能
な観光が持つ可能性についても考えます。 
観光における SDGs（持続可能な開発目標)について理解します。サステイナブルツーリズム論
の授業は、特に SDGs の「８ 働きがいも経済成⻑も」、「１２ つくる責任 つかう責任」、「１
４ 海の豊かさを守ろう」に深く関わります。 
本授業は、サステイナブルツーリズム(持続可能な観光) 論を通して、2022 年度の観光学科の
テーマ「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」ことにアプ
ローチします。 
本授業では、『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan Sustainable Tourism Standard 
for Destination (JSTS-D)』観光庁・UNWTO 駐日事務所（ 2020 年 6 月）を手がかりにサス
テイナブルツーリズムの考え方についての理解を深めていきます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 
1.健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を自ら形成できる人間性、 
K1 歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて考
えることができる、 
K2 グローバルな交流と平和を推進する、新しい 

19.教科書・教材 
教科書は特に指定しません。参考資料を Web Class で配布します。授業は、参考文献をもと
に展開します。 

20.参考文献 

蟹江憲史『SDGs（持続可能な開発目標)』中公新書 2020 年 
『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan Sustainable Tourism Standard for 
Destination (JSTS-D)』観光庁・UNWTO 駐日事務所 2020 年 6 月を国土交通省の以下のサイ
トからダウンロードしてください：    
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001350849.pdf 
藤稿亜矢子『サステナブルツーリズム―地球の持続可能性の視点から』晃洋書房 

21.成績評価 

評価の方法と採点は以下の通りです。 
・授業中のコメントシート（授業内レポート）・・・・20%   【学習目標①②に対応】 
・授業中の課題の発表・・・・20%   【学習目標①②に対応】 
・確認テスト・・・・・２５%   【学習目標①②に対応】 
・総括テスト・・・・・３５%    【学習目標①②に対応】 



授業中のコメントシート、確認試験・統括試験の記述部分と発表は、ルーブリック評価で採点
します。 

22.コメント 

観光庁では、各地方公共団体や観光地域づくり法人（DMO）等が持続可能な観光地マネジメ
ントを行うことができるよう、国際基準に準拠した「日本版持続可能な観光ガイドライン
（Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations，JSTS-D）」を令和２年６月に開発
しました。 
授業では、世界や日本の持続可能な観光の事例について広く紹介します。受講生のみなさん
も、SDGs に関連した持続可能なツーリズムの事例を調べてみましょう。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回
数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算出の方
法・進め方の確認、受講上の留意点などについて） 

 

【第 2 回】 
SDGs と持続可能な観光の出現 
SDGs とは何か？ 
SDGs が実現する経済・社会・環境の統合 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。 

【第 3 回】 

持続可能な観光の諸問題 
SDGs の全貌：17 の目標: 
SDGs の 17 の目標をサステイナブルツーリズムから考える
ための準備 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。 

【第 4 回】 

SDGs の 17 の目標をサステイナブルツーリズムから読みな
おす 
『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
観光庁・UNWTO 駐日事務所 2020 年 6 月を国土交通省の以
下のサイトからダウンロードしてください 
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001350849.pdf 
 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。 

【第 5 回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その１）：１はじめに：Global Sustainable 
Tourism Council による GSTC Destination Criteria v2.0 の
セクション A「持続可能なマネジメント」を読んでみよう 
 

［授業外学習］ 
・キー概念を復習したうえで、関連す
る国内の情報をインターネット等で調
べておく。 

【第 6 回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その２）：日本版 持続可能な観光ガイドライン
の役割（活用の効果）：Global Sustainable Tourism Council 
による GSTC Destination Criteria v2.0 のセクション B「社
会経済のサステナビリティ」を読んでみよう 
 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。 

【第 7 回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その３） 
授業の後半に確認テスト 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。 



【第 8 回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その４）：認証：：Global Sustainable Tourism 
Council による GSTC Destination Criteria v2.0 のセクショ
ン C「文化的サステナビリティ」を読んでみよう 
 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。 

【第 9 回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その５）：指標導入のステップ：Global 
Sustainable Tourism Council による GSTC Destination 
Criteria v2.0 のセクション D「環境のサステナビリティ」を
読んでみよう 
 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。 

【第 10
回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その６）：日本の事例：セクション A「持続可能
なマネジメント」の参考資料の事例の中から１つ選んで、内
容を読んで、まとめて、授業で発表しよう ［10・11・
12・13 回目の授業で、みなさんに順番に発表してもらいま
す。］ 
 

［授業外学習］ 
・キー概念を復習したうえで、関連す
る国内の情報をインターネット等で調
べておく。資料を読んで、まとめて、
発表の準備をしましょう。 

【第 11
回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その７）：セクション B「社会経済のサステナビ
リティ」の参考資料の事例の中から１つ選んで、内容を読ん
で、まとめて、授業で発表しよう ［10・11・12・13 回目
の授業で、みなさんに順番に発表してもらいます。］ 
観光受入地域の課題：コミュニティとの関係 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。資料を読んで、まとめて、発表
の準備をしましょう。 

【第 12
回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その８）：セクション C「文化的サステナビリテ
ィ」の参考資料の事例の中から１つ選んで、内容を読んで、
まとめて、授業で発表しよう ［10・11・12・13 回目の授
業で、みなさんに順番に発表してもらいます。］ 
観光地における空間管理：環境収容力、ゾーニング、開発 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。／学習内容を復習整理
する。資料を読んで、まとめて、発表
の準備をしましょう。 

【第 13
回】 

『日本版 持続可能な観光ガイドライン Japan 
Sustainable Tourism Standard for Destination (JSTS-D)』
を読もう（その９）：セクション D「環境のサステナビリテ
ィ」の参考資料の事例の中から１つ選んで、内容を読んで、
まとめて、授業で発表しよう ［10・11・12・13 回目の授
業で、みなさんに順番に発表してもらいます。］ 
 真のサステイナブルツーリズム(持続可能な観光）を目指
して 
 観光客管理の手法：人数制限、分散化、教育 
 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで回
答を準備する。資料を読んで、まとめ
て、発表の準備をしましょう。／総括
試験に向けて、学習内容を復習整理す
る。 

【第 14
回】 

総括テスト  
 

［授業外学習］ 
・事前に配布する授業資料を読んで、
総括試験に向けて、準備する。／総括



試験を見直し、学習内容を復習整理す
る。 

【第 15
回】 

まとめ：真のサステイナブルツーリズム(持続可能な観光）
とは 

［授業外学習］ 
・授業での課題発表・総括試験のふり
かえりと見直しをする。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TR2202-
Y51 

2.科目名 グリーンツーリズム論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本科目は、グリーン（村落・農村・田園・カントリーサイド・自然・ルーラル）な空間を
対象とするツーリズムについて学ぶ授業です。グリーンな空間は、近年、観光資源としての
活用のありかたが注目されています。本科目を通じて身につけたグリーンな農村空間の持続
可能な観光活用の知識とスキルは、旅行業および地域振興にとって有意義なものとなること
をめざします。 
【概要】 
 この授業では、生業に関わるグリーンな空間が、ツーリズムの対象とされ、利用され、消
費され、開発されることによってひきおこされる農村のインパクトについて、世界と日本の
事例から学び、保全と活用のバランスについて理解します。 
 本授業は、自然資源を活用するグリーンツーリズム論を通して、2022 年度の観光学科の
テーマ「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」ことにア
プローチします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP の学修に関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ。 
本科目の学習目標 

19.教科書・教材 教科書は特に指定しない。教材資料は、webclass で、配布します。 

20.参考文献 
マイケル・ウッズ（2018)『ルーラル：農村とは何か』農林統計出版 
筒井一伸編(2021)『田園回帰がひらく新しい都市農山村関係』ナカニシヤ出版など 
そのほか、授業中にたくさん紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と採点は以下の通りです。 
・授業中のコメントシート（授業内レポート）・・・・20%   【学習目標①②③に対
応】 
・授業中の発表・・・・20%   【学習目標①②③に対応】 
・中間試験・・・・・２0%   【学習目標①②③に対応】 
・総括試験・・・・・４0%    【学習目標①②③に対応】 
授業中のコメントシート、確認試験・統括試験の記述部分と発表は、ルーブリック評価で採
点します。 

22.コメント 
実際に農業体験などツーリズムの対象となっている日本の農村空間を訪れて、授業の内容を
ふりかえりつつ見学すると、より理解が深まります。 
また、村落社会の生業に関わる歴史・景観・文化に対する多様な視点を共有するためにも、



意見交換の場では積極的に発言してください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義：農村・農村性・田舎・田園とグリーンツーリ
ズムについて 

準備学習：関連文献を読む（120 分） 
 

【第 2 回】 

講義：グリーンツーリズムの概念と歴史 
ディスカッション：都市に住む人々にとっての農村
（村落・田舎・田園・ルーラル）とは？、農村を研究
するとのどのようなことか？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 3 回】 

講義：グリーンツーリズムの動機と類型 
グループワーク：グリーンツーリズムが提供する経験
とは？ 都市と農村・村落（グリーン・田舎・田園）
のイメージの違いとは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 4 回】 
講義：グリーンツーリズムの 3 つの側面（農村空間
の三つ折りモデルの理解に向けて） 
ディスカッション：農村空間の「商品化」とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 5 回】 

講義：グリーンツーリズムの構造と課題：「日本で最
も美しい村」連合の活動を手がかりにして（その１） 
ディスカッション：農村に観光が与える影響（インパ
クト）とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 6 回】 

講義：グリーンツーリズムの対象としてのグリーン
（村落・農村・田園・カントリーサイド・自然・ルー
ラル）な空間：「日本で最も美しい村」連合の活動を
手がかりにして（その２） 
グループワーク：グリンツーリズムの類型と観光への
適性 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 7 回】 

講義：グリーン（村落・農村・田園・カントリーサイ
ド・自然・ルーラル）な空間におけるゲストとホスト
の関係・交流：「日本で最も美しい村」連合の活動を
手がかりにして（その３） 
グループワーク：グリーンツーリズムにおけるゲスト
とホストの関係を考える 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 8 回】 
講義：農村をイメージする・農村を利用するとは？農
村を消費するとは？ 
中間試験 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 9 回】 
講義：グリーンツーリズムインパクト（１）：ポジテ
ィブな影響：都市農村交流人口を手がかりとして 
中間試験のふりかえり 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 10 回】 

講義：グリーンツーリズムインパクト（２）：農村空
間における摩擦：都市農村交流人口と田園回帰の諸相 
ディスカッション：農村にとってツーリズムのプラス
面とマイナス面のバランスについて考えてみよう 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 11 回】 講義：ツーリズムによるグリーン（村落・農村・田 準備学習：関連文献を読む（60 分） 



園・カントリーサイド・自然・ルーラル）な空間の変
化とその主体：都市農村関係論的田園回帰 
グループワーク：農村空間におけるツーリズムインパ
クトについて考えよう 

復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 12 回】 

講義：グリーン（村落・農村・田園・カントリーサイ
ド・自然・ルーラル）な空間を開発することをめぐっ
て：農村で生きるとは？農村を演じるとは？農村を規
制するとは？農村を再構築するとは？：グリーンツー
リズムのマネジメント 
 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 13 回】 

講義：グリーンツーリズムの原則 
ディスカッション：グリーン（村落・農村・田園・カ
ントリーサイド・自然・ルーラル）な空間の観光活用
の意味 ：棚田オーナー制度を手がかりにして考える 
 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：総括試験に向けて授業で扱ったテーマ
や分からなかった用語・概念について調べる
（60 分） 

【第 14 回】 総括試験 
 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：総括試験のふりかえり（60 分） 

【第 15 回】 まとめ 
 

これまでの授業をふりかえり、ノートをまと
めておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TR2204-
Y51 

2.科目名 ヘリテージツーリズム論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科・（総合社会学科 2019 年度以降入学生） 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 世界遺産論を履修していることが望まし
い。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
本科目は、多様な文化遺産を対象とするツーリズムの構造と特徴、および観光によるインパ
クトと文化遺産の観光マネジメントを理解し、説明できるようになることを目的としていま
す。 
【科目の概要】 
⻑い歴史を経て現代に受け継がれてきた歴史的・文化的な遺産は、いま観光資源としての活
用の在り方が注目されています。ヘリテージ・ツーリズムと呼ばれる“遺産観光”が行われる
なかで、貴重な遺産をどのように守り、活かして後世に伝えていくことが出来るか。この授
業では、文化遺産の意義と保全の難しさ、およびツーリズムインパクトについて学び、保全
と活用のバランスについて理解します。 
本科目を通じて身につけた文化遺産の持続可能な観光活用の知識とスキルは、旅行業および
地域振興にとって有意義なものとなるでしょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP の学修に関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① ヘリテージ・ツーリズムの構造とその課題を説明できる。 
② ヘリテージ・ツーリズムの類型について説明できる。 
③ 文化遺産の脆弱性と観光インパクトの関係について説明できる。 
④ ヘリテージ・ツーリズムにおける文 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

藤木庸介（編著）『生きている文化遺産と観光―住⺠によるリビングヘリテージの継承』学
芸出版社、2010 年 
Dallen J. Timothy, Cultural Heritage and Tourism: An Introduction, Channel View Books, 
2011 

21.成績評価 

評価の方法と採点は以下の通りです。 
・授業中のコメントシート・・・・20%   【学習目標①②③④に対応】 
・確認試験・・・・・30%   【学習目標①②③④に対応】 
・総括試験・・・・・50%    【学習目標①②③④に対応】 

22.コメント 
実際に世界遺産を訪れて、授業の内容を振り返りつつ見学すると、より理解が深まります。 
また、多様な文化に対する多様な観方を共有するためにも、意見交換の場では積極的に発言
してください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：⽕曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義：ヘリテージとヘリテージツーリズムについて 

準備学習：関連文献を読む（120 分） 
 

【第 2 回】 
講義：ヘリテージツーリズムの概念と歴史 
ディスカッション：なぜ人は文化遺産を求めるのか？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 3 回】 
講義：ヘリテージツーリズムの動機と類型 
グループワーク：文化遺産が提供する経験とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 4 回】 講義：ヘリテージツーリズムの 3 つの側面 
ディスカッション：文化遺産の「商品化」とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 5 回】 講義：ヘリテージツーリズムの構造と課題 
ディスカッション：観光が与える影響とは？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 6 回】 
講義：ヘリテージツーリズムの対象としての文化遺産 
グループワーク：文化遺産の類型と観光への適性 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 7 回】 
講義：文化遺産の脆弱性：有形遺産 
グループワーク：因果関係を考える 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 8 回】 
講義：文化遺産の脆弱性：無形遺産 
【確認試験】前半の内容の理解度を確認（60 分） 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 9 回】 
講義：ツーリズムインパクト（１）：ポジティブな影
響 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 10 回】 

講義：ツーリズムインパクト（２）：ネガティブな影
響 
ディスカッション：観光は文化遺産にとってプラスか
マイナスか 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 11 回】 
講義：観光による文化遺産の変化とその主体 
グループワーク：ツーリズムインパクトの主因はなに
か？ 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 12 回】 講義：ヘリテージマネジメントの考え方 
準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 13 回】 
講義：文化遺産のリスクアセスメント 
グループワーク：白川郷のリスクアセスメント 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 14 回】 
講義：ヘリテージツーリズムの原則 
ディスカッション：文化遺産の観光活用の意味 

準備学習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 15 回】 総括試験 
これまでの授業を振り返り、ノートをまとめ
ておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TR2205-
Y51 

2.科目名 フードツーリズム論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村典芳 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地域の「食」や「食文化」を「観光資源」としてとらえた観光振興が注目されている。本講
義では、「地域の食」を「観光」と結びつけたフードツーリズムについて学ぶ。料理やワイ
ンが生まれた背景となる歴史や地理を学び、飲食への楽しみを広げる。また、飲食を提供す
るレストランや近年人気の高まるワインについての基本的な知識も身に付ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「１．健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を
自ら形成できる」と「K3．経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティ
を備え、自らを社会に役立てようとする。」の学修に関連しています。 
1.フードツーリズムに関する基礎的な知識を修得する。 
2.フードツーリズムに関する概念および定義について説明できる。 
3.フードツーリズムの歴史的展開過程を解説できる。 
4.フードツーリズムによる地域開発の重要性について論述することができる。 

19.教科書・教材 毎回、資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

毎回プリントを配布する。その内容をしっかりと復習して期末レポートに役立てること。 
・期末課題レポート６０％、小レポート４０％ 
?毎回、講義内容に関する小レポートの提出を求める。 
 

22.コメント 

様々な分野と関連する話をしますので、興味を広く持って授業に臨んで下さい。また、講義
内容に関する発展課題への取り組みを重視しています。欠席した場合は、欠席回の講義プリ
ントを受け取り、必ず自ら補習しておくこと。また講義内容の理解が困難な場合は、積極的
に質疑を行い疑問を残さないこと（メール可）。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜昼休み 
学習支援センター：木曜 3 限目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション 講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 1 回学習内容復習 

【第 2 回】 
外食産業の現状と課題  講義終了後、小レポート提
出 

授業外学習 
第 2 回学習内容復習 

【第 3 回】 
農林水産業と外食産業  講義終了後、小レポート提
出 

授業外学習 
第 3 回学習内容復習 

【第 4 回】 日本における外食産業の歴史的変遷  講義終了後、
小レポート提出 

授業外学習 
第 4 回学習内容復習 

【第 5 回】 
ONSEN ガストロノミーツーリズムを通じて観光振興
の取り組み  講義終了後、小レポート提出 

授業外学習 
第 5 回学習内容復習 

【第 6 回】 教養としてのワイン  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 6 回学習内容復習 

【第 7 回】 教養としての日本酒  講義終了後、小レポート提出 授業外学習 



第 7 回学習内容復習 

【第 8 回】 事例研究（福寿）  講義終了後、小レポート提出 授業外学習 
第 8 回学習内容復習 

【第 9 回】 
事例研究（神⼾ワイナリー）  講義終了後、小レポ
ート提出 

授業外学習 
第 9 回学習内容復習 

【第 10 回】 事例研究（神⼾牛）  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 10 回学習内容復習 

【第 11 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 11 回学習内容復習 

【第 12 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 授業外学習 
第 12 回学習内容復習 

【第 13 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 13 回学習内容復習 

【第 14 回】 事例研究  講義終了後、小レポート提出 
授業外学習 
第 14 回学習内容復習 

【第 15 回】 ふりかえり 期末レポート提出 
授業外学習 
第 15 回学習内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TR2206-
Y51 

2.科目名 スポーツツーリズム論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村典芳 

5.授業科目の区分 

専門科目 
観光分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

平成２３年６月に取りまとめられた「スポーツツーリズム推進基本方針」を踏まえ、スポー
ツ及び観光に関わる多くの方々に活用され、スポーツツーリズムの一層の推進が図られるこ
とを期待されている。「観るスポーツ」ではプロ野球、J リーグをはじめ高いレベルを誇る競
技が数多くあり、多くのファンを魅了している。次に、「するスポーツ」ではランニング、
ウォーキング、サイクリングなどが世代を超えて人気を集め、スポーツイベントに集う人々
が地域に活力を与えている。さらに、地域に密着したスポーツチームの運営、市⺠ボランテ
ィアとしての大会支援、国や地域を挙げての国際競技大会・キャンプ誘致等の「支えるスポ
ーツ」は、国・地域の魅力の効果的発信に寄与している。これら魅力あるスポーツ資源を最
大限に活用し、異なる地域や国の人々の交流を呼び起こし、国内観光振興及びインバウンド
拡大につながることを学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はデイプロマ・ポリシー の「１．自律的で主体的な態度」と「２．社会
に能動的に貢献する姿勢」「３．多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力」「６．専門
知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
１.スポーツツーリズムについて実例をあげて説明できる。 
２.スポーツツーリズムによる地域開発の重要性について論述することができる 

19.教科書・教材 スポーツツーリズムハンドブック 高橋義雄著 学芸出版 

20.参考文献 

スポーツ産業論（2013）原田宗彦、大修館書店 
スポーツ経営学（2009）山下秋二など、大修館書店 
スポーツ・ヘルスツーリズム（2009）原田宗彦、大修館書店 
スポーツマネジメント（2008）原田宗彦、大修館書店 
スポーツマーケーテイング（2009）原田宗彦、大修館書店 
スポーツで地域をつくる（2007）木田悟、東京大学出版会 

21.成績評価 

毎回プリントを Webclass に UP します。その内容をしっかりと復習して期末レポートに役
立てること。 
・期末課題レポート７０％、小レポート３０％ 
毎回、講義内容に関する小レポートの提出を求める。 

22.コメント 

いろいろな分野と関連する話をするので、興味を広く持って授業に臨んで下さい。また、講
義内容に関する発展課題への取り組みを重視している。欠席した場合は、欠席回の講義プリ
ントを Webclass に UP しますので、必ず自ら補習しておくこと。また講義内容の理解が困
難な場合は、積極的に質疑を行い疑問を残さないこと（メール可）。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜昼休み 
学習支援センター：木曜 3 限目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
はじめに（ホノルルマラソンについて）、到達目標、
講義計画、評価、参考資料、自己紹介 

授業外学習 
第 1 回学習内容復習 



講義終了後、小レポート提出 

【第 2 回】 我が国のスポーツツーリズムの現状と課題 講義終了
後、小レポート提出 

授業外学習 
第 2 回学習内容復習 

【第 3 回】 
生涯スポーツの舞台づくりとツーリズム 講義終了
後、小レポート提出 

授業外学習 
第 3 回学習内容復習 

【第 4 回】 
スポーツツーリズムとは何か 講義終了後、小レポー
ト提出 

授業外学習 
第 4 回学習内容復習 

【第 5 回】 
オリンピックについて（クーベルタン） 講義終了
後、小レポート提出 

授業外学習 
第 5 回学習内容復習 

【第 6 回】 スポーツマーケテイング 講義終了後、小レポート提
出 

授業外学習 
第 6 回学習内容復習 

【第 7 回】 
事例研究（神⼾マラソン） 講義終了後、小レポート
提出 

授業外学習 
第 7 回学習内容復習 

【第 8 回】 
地域を変え、社会を変えるスポーツ：神⼾マラソン応
援・観戦者の動向に関するアンケート調査 講義終了
後、調査用紙提出 

授業外学習 
第 8 回学習内容復習 

【第 9 回】 
スポーツマネジメント①ラクビー  講義終了後、小
レポート提出 

授業外学習 
第 9 回学習内容復習 

【第 10 回】 
スポーツマネジメント②ラクビー  講義終了後、小
レポート提出 

授業外学習 
第 10 回学習内容復習 

【第 11 回】 
事例研究（関⻄ワールドマスターズ） 講義終了後、
小レポート提出 

授業外学習 
第 11 回学習内容復習 

【第 12 回】 スポーツイベントの効果（アシックス） 講義終了
後、小レポート提出 

授業外学習 
第 12 回学習内容復習 

【第 13 回】 
スポーツを活かす多様な試み 講義終了後、小レポー
ト提出 期末レポート提出 

授業外学習 
第 13 回学習内容復習 

【第 14 回】 
プロスポーツビジネスを知る(e スポーツ) 講義終了
後、小レポート提出 

授業外学習 
第 14 回学習内容復習 

【第 15 回】 
ふりかえり（ウォーキング） 講義終了後、小レポー
ト提出 

授業外学習 
第 15 回学習内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TTC301-
M52 

2.科目名 教育実習Ⅰ (教職 3 年） 3.単位数 5 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 
自由科目 
（教職） 

6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
教職課程の履修登録をする必要がある。 
3 年次終了時点の累積 GPA が 2.00 を下回った場合、4 年次の本実習には参加できない。 

17.授業の目的と概要 

教育実習は、観察、参加、実習という方法で教育実践に関わることを通して、教育者として
の愛情と使命感を深め、将来教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚す
る機会である。一定の実践的指導力を有する指導教員のもとで体験を積み、学校教育の実際
を体験的、総合的に理解し、教育実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身につ
ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め、事後指導では
教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに、教員免許取得までに習得すべき
知識や技能等について理解する。これらを通して教育実習の意義を理解する。 
(1-1)事前指導：教育実習生として遵守すべき義務等について理解するとともに、その責任
を自覚したうえで意欲的に教育実習に参加することができる。 
(1-2)事後指導：教育実習を通して得られた知識と経験をふりかえり、教員免許取得までに
さらに習得することが必要な知識や技能等を理解 

19.教科書・教材 
特に指定なし。 
自分が実習先で使用する教科書等。 

20.参考文献 
中学校・高等学校学習指導要領、総則編および各教科編 
また、各教科の中学・高校用教科書、教師用指導書等 
 

21.成績評価 

実習校における本実習に対する成績評価・・・５５％ 
実習ノート(事前調査を含む)・・・１５％ 
事前段階における模擬授業（実施分１０％、他の実習生に対する評価１０％）・・・２０％ 
事後における口頭報告と最終レポート(併せて１０％） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前１ 
事前・事後指導の趣旨と位置づけを説明します。 
秋学期中に行う、模擬授業の順番と日程を決めます。 
 

模擬授業の準備、教材研究、指導案作成等
(1-2h) 

事前２ 

模擬授業のための指導案作成、教材研究のグループワ
ーク 
模擬授業の実践を通して、学校の教育活動に参画する
意識を高めるます。 
 

 



事前３ 

最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。 
本来なら、各自がフルサイズ（50 分）の授業を 1 度
は体験できるようにしたいのですが、参加人数により
調整し、ハーフサイズ（20 分程度）とすることがあ
ります。 
 

 

 ここまでが秋学期実施分、以下、翌年度春学期実施分  

事前４ 

実習の心得、各種注意事項の確認。手続き上の論点の
解説。 
教育実習生として遵守すべき義務等を理解し、実習と
いえども、生徒の前に立つ限りは教員としてふるまう
べき責任があることを自覚する。 
各実習校の情報に関する事前調査を宿題とする。学校
経営方針及び特色ある教育活動等およびそれらを実施
するために敷かれている組織体制等について、各学校
や教育委員会が公開している HP 等の情報で外部から
わかる範囲のデータを収集し、次回発表する。 
 

学校情報に関する基本調査の収集ととりまと
め(2-4h) 

事前５ 

実習期間中の記録のつけ方を説明する。 
実習記録ノートの構造、記録すべき内容、授業観察記
録、自分の授業の指導案・板書計画、研究授業の記録
等、の書き方について一通り説明する。 
調査結果の相互発表。 
 

 

本実習 

本実習中の課題等 
実習ノートの記載事項 
１） 生徒との関わり、実態やそれぞれが抱える
課題等で気づいたこと 
２） 指導教員等が行う授業の観察記録 
３） 事前に収集していた実習校の学校経営方
針、特色ある教育活動、実施組織体制等の情報に関し
て、実習中に新たにわかったこと 
４） 学級担任や教科担任の補助的役割を果たし
た場合の業務記録 
５） 自らの授業実践にかかわる学習指導案の作
成 
６） 授業実践の自己評価記録(授業実践上の工
夫、技法等) 
７） 担任クラスでの活動内容（学級担任の役割
と職務内容の記録） 
８） その他 

 

事後１ 

 7 月上旬：事後指導 
実習後の各種手続き等(実習記録の提出、レポートの
提出、礼状の送付等）について最終確認します。 
ほぼ全員が実習を終え、実習生が揃うチャンスを待っ
て、相互に実習体験の報告をします。 
（実習を通して得られた知識と経験をふりかえり、教

実習に関する最終レポート（他の実習生の経
験も聞いたうえで、自分の経験の意味をあら
ためて省察し、今後の課題について意識化す
る） 



員免許取得までにさらに必要な知識や技能等をまとめ
る） 
 

 
一部の学生には、2 年生向け「教職概論」で 2 年生に
体験談をしてもらっています。 

 

   
   
   
   
   
   



1.授業コ
ード 
（ナンバ
リング） 

TTC301-Y51 2.科目名 教育実習Ⅰ （教職 3 年） 3.単位数 5 

4.授業担
当教員 

片山真理 

5.授業科
目の区分 

演習 
6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可
能な専攻 

英語コミュニケーション学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資
格の要件 

中高英語 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態 演習 

16.履修制
限 教職課程履修者で、累積 GPA2.0 を達成している者のみ受講できます 

17.授業の
目的と概
要 

教育実習に先立って実施する事前指導には、実習に向けての心構え、実習校との連絡事項、手続きに関
する事項、教員採用試験への申し込みに関連する事項等についての講義、実習中の業務内容の理解を踏
まえ、授業計画の立て方、指導案の書き方、授業の模擬練習の実施等を演習し、その相互評価を含む。
本実習期間中は、各実習校の指導教諭の下、実際に教員の職務を体験する。事後指導では、各自の実習
の成果を持ち寄り、体験から得たものを相互に報告しあう。 

18.学習目
標と 
 ＤＰと
の関連 

○目標に沿った 50 分の授業計画を立て、それを実践できる 
○教員に必要な服装、話し方ができる 
○教育者としての自覚ができる 
＊DP との関連： 
（６）専門的知識・技能の活用力 
教職課程や専門科目で学んだ知識を活かして、中学・高校の授業計画を作り、実施することができる 
 

19.教科
書・教材 

2020 年度生 教職の手引き 
＊Universal Passport のお知らせ(ホーム画面）の「教務情報」中に【教職】2021/07/07 付けで「教職
の手引き(2020 年度生用）」の案内がありますので、ダウンロードして保存しておいてください。 
以下ダウンロード用 URL 
 {2020 年度生教職の手引きダウンロードペー
ジ,https://kuisgs.kuins.ac.jp/up/faces/up/po/pPoa0202A.jsp?fieldId=form1:Poa00201A:htmlParent
Tabl 

20.参考文
献 

中学校・高等学校学習指導要領、総則編および各教科編 
また、各教科の中学・高校用教科書、教師用指導書等 
 

21.成績評
価 

・実習校における本実習に対する成績評価・・・50％ 
・実習ノート・・・10% 
毎日の記録が過不足なく記入されているか， 
観察授業の記録は，教育者の視点から過不足なく記入されているか 
指導案等の資料は記録されているか 
・事前段階における模擬授業・・・20％ 
 授業計画 2 回：計画内容等項目をきちんと書けているか、内容は適切か 
 うち 1 回は模擬授業：計画通りに実行できたか、計画内容、準備等） 



 他の学生の模擬授業に対する評価シート（評価の観点、態度等） 
・事後における報告・・・5％ 
総計 100%のうち 60%で 

22.コメン
ト 

・将来の指導者としての意識を持ち、それにふさわしい言動を心がけましょう。時間厳守、ルールを守
ること 
・教職カルテを使って振り返り等を実施するので、PC とファイルを指示のあった回には持参すること 
・2022 年度秋学期〜2023 年度春学期の科目のため、16 回〜30 回は 20223 年度の予定です。 
・模擬授業の際に、三木キャンパスとつないで合同で実施することがあります。  
 

23.オフィ
スアワー 

 

24.授業
回数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1
回】 

・事前・事後指導の趣旨と位置づけを説明します。 
・実習前後・実習中を通して、守らねばならない項目
について確認し、「誓約書」を書き、提出します。 
・各自の実習期間を確認して、模擬授業の順番と日程
を決めます。 
・事務的な手続きの最終確認をします。 
・実習先での行動等実習生としての心得について、常
識に属する事柄も含めて解説します。 
・法定伝染病（麻疹等）への対策、事前説明会の日程
確認と出席、教員採用試験への申し込み、出勤簿への
押捺、実習後の挨拶・礼状作成等、様々あります。 
・実習期間中の記録のつけ方、担当する授 

PC 持参 

【第 2
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
 

模擬授業の映像を katayama のシェアフォルダ
にアップロードするので、自分の話し方や動き
など、確認すること。 
また、同様に過去の先輩の映像も参考に見てお
くこと。 

【第 3
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

PC 

【第 4
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第
5~20
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第 21
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
なお、実習期間が早く始まる実習生は、順次実習に出
ます。 

 



【第 22
回】 

本実習  

【第 23
回】 本実習  

【第 24
回】 

本実習  

【第 25
回】 

本実習 
なお、早い時期に実習が終わる実習生は、順次、担当
教員に終了の報告をし、個別指導を受けることになり
ます。  
 

 

【第 26
回】 

事後報告会（１） 
相互に実習体験の報告会を実施します。 

PC 

【第 27
回】 

事後報告会（2） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

PC 

【第 28
回】 

事後報告会（3） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

★教育実習を終えて(レポート） 

【第 29
回】 

事後報告会（4） 
実習体験の報告会を実施します。 
実習後の各種手続き等(実習記録の提出、レポートの提
出、礼状の送付等）について確認します。  
 

 

【第 30
回】 

総括：実習体験を共有しふりかえりながら、学校や地
域などによる差や、様々な教育現場の取り組みを考え
ます。 
 

★履修カルテ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TTC302-
M52 

2.科目名 教育実習Ⅱ (教職 3 年） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 
自由科目 
（教職） 

6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
教職課程の履修登録をする必要がある。 
3 年次終了時点の累積 GPA が 2.00 を下回った場合、4 年次の本実習には参加できない。 

17.授業の目的と概要 

教育実習は、観察、参加、実習という方法で教育実践に関わることを通して、教育者として
の愛情と使命感を深め、将来教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚す
る機会である。一定の実践的指導力を有する指導教員のもとで体験を積み、学校教育の実際
を体験的、総合的に理解し、教育実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身につ
ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め、事後指導では
教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに、教員免許取得までに習得すべき
知識や技能等について理解する。これらを通して教育実習の意義を理解する。 
(1-1)事前指導：教育実習生として遵守すべき義務等について理解するとともに、その責任
を自覚したうえで意欲的に教育実習に参加することができる。 
(1-2)事後指導：教育実習を通して得られた知識と経験をふりかえり、教員免許取得までに
さらに習得することが必要な知識や技能等を理解 

19.教科書・教材 
特に指定なし。 
自分が実習先で使用する教科書等。 

20.参考文献 
中学校・高等学校学習指導要領、総則編および各教科編 
また、各教科の中学・高校用教科書、教師用指導書等 
 

21.成績評価 

実習校における本実習に対する成績評価・・・５５％ 
実習ノート(事前調査を含む)・・・１５％ 
事前段階における模擬授業（実施分１０％、他の実習生に対する評価１０％）・・・２０％ 
事後における口頭報告と最終レポート(併せて１０％） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前１ 
事前・事後指導の趣旨と位置づけを説明します。 
秋学期中に行う、模擬授業の順番と日程を決めます。 
 

模擬授業の準備、教材研究、指導案作成等
(1-2h) 

事前２ 

模擬授業のための指導案作成、教材研究のグループワ
ーク 
模擬授業の実践を通して、学校の教育活動に参画する
意識を高めるます。 
 

 



事前３ 

最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。 
本来なら、各自がフルサイズ（50 分）の授業を 1 度
は体験できるようにしたいのですが、参加人数により
調整し、ハーフサイズ（20 分程度）とすることがあ
ります。 
 

 

 ここまでが秋学期実施分、以下、翌年度春学期実施分  

事前４ 

実習の心得、各種注意事項の確認。手続き上の論点の
解説。 
教育実習生として遵守すべき義務等を理解し、実習と
いえども、生徒の前に立つ限りは教員としてふるまう
べき責任があることを自覚する。 
各実習校の情報に関する事前調査を宿題とする。学校
経営方針及び特色ある教育活動等およびそれらを実施
するために敷かれている組織体制等について、各学校
や教育委員会が公開している HP 等の情報で外部から
わかる範囲のデータを収集し、次回発表する。 
 

学校情報に関する基本調査の収集ととりまと
め(2-4h) 

事前５ 

実習期間中の記録のつけ方を説明する。 
実習記録ノートの構造、記録すべき内容、授業観察記
録、自分の授業の指導案・板書計画、研究授業の記録
等、の書き方について一通り説明する。 
調査結果の相互発表。 
 

 

本実習 

本実習中の課題等 
実習ノートの記載事項 
１） 生徒との関わり、実態やそれぞれが抱える
課題等で気づいたこと 
２） 指導教員等が行う授業の観察記録 
３） 事前に収集していた実習校の学校経営方
針、特色ある教育活動、実施組織体制等の情報に関し
て、実習中に新たにわかったこと 
４） 学級担任や教科担任の補助的役割を果たし
た場合の業務記録 
５） 自らの授業実践にかかわる学習指導案の作
成 
６） 授業実践の自己評価記録(授業実践上の工
夫、技法等) 
７） 担任クラスでの活動内容（学級担任の役割
と職務内容の記録） 
８） その他 

 

事後１ 

 7 月上旬：事後指導 
実習後の各種手続き等(実習記録の提出、レポートの
提出、礼状の送付等）について最終確認します。 
ほぼ全員が実習を終え、実習生が揃うチャンスを待っ
て、相互に実習体験の報告をします。 
（実習を通して得られた知識と経験をふりかえり、教

実習に関する最終レポート（他の実習生の経
験も聞いたうえで、自分の経験の意味をあら
ためて省察し、今後の課題について意識化す
る） 



員免許取得までにさらに必要な知識や技能等をまとめ
る） 
 

 
一部の学生には、2 年生向け「教職概論」で 2 年生に
体験談をしてもらっています。 

 

   
   
   
   
   
   



1.授業コ
ード 
（ナンバ
リング） 

TTC302-Y52 2.科目名 教育実習Ⅱ （教職 3 年） 3.単位数 3 

4.授業担
当教員 

片山真理 

5.授業科
目の区分 

演習 
6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可
能な専攻 

英語コミュニケーション学科 9.履修学年 3 年生 

10.取得資
格の要件 

中高英語 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態 演習 

16.履修制
限 教職課程履修者で、累積 GPA2.0 を達成している者のみ受講できます 

17.授業の
目的と概
要 

教育実習に先立って実施する事前指導には、実習に向けての心構え、実習校との連絡事項、手続きに関
する事項、教員採用試験への申し込みに関連する事項等についての講義、実習中の業務内容の理解を踏
まえ、授業計画の立て方、指導案の書き方、授業の模擬練習の実施等を演習し、その相互評価を含む。
本実習期間中は、各実習校の指導教諭の下、実際に教員の職務を体験する。事後指導では、各自の実習
の成果を持ち寄り、体験から得たものを相互に報告しあう。 

18.学習目
標と 
 ＤＰと
の関連 

○目標に沿った 50 分の授業計画を立て、それを実践できる 
○教員に必要な服装、話し方ができる 
○教育者としての自覚ができる 
＊DP との関連： 
（６）専門的知識・技能の活用力 
教職課程や専門科目で学んだ知識を活かして、中学・高校の授業計画を作り、実施することができる 
 

19.教科
書・教材 

2020 年度生 教職の手引き 
＊Universal Passport のお知らせ(ホーム画面）の「教務情報」中に【教職】2021/07/07 付けで「教職
の手引き(2020 年度生用）」の案内がありますので、ダウンロードして保存しておいてください。 
以下ダウンロード用 URL 
 {2020 年度生教職の手引きダウンロードペー
ジ,https://kuisgs.kuins.ac.jp/up/faces/up/po/pPoa0202A.jsp?fieldId=form1:Poa00201A:htmlParent
Tabl 

20.参考文
献 

中学校・高等学校学習指導要領、総則編および各教科編 
また、各教科の中学・高校用教科書、教師用指導書等 
 

21.成績評
価 

・実習校における本実習に対する成績評価・・・50％ 
・実習ノート・・・10% 
毎日の記録が過不足なく記入されているか， 
観察授業の記録は，教育者の視点から過不足なく記入されているか 
指導案等の資料は記録されているか 
・事前段階における模擬授業・・・20％ 
 授業計画 2 回：計画内容等項目をきちんと書けているか、内容は適切か 
 うち 1 回は模擬授業：計画通りに実行できたか、計画内容、準備等） 



 他の学生の模擬授業に対する評価シート（評価の観点、態度等） 
・事後における報告・・・5％ 
総計 100%のうち 60%で 

22.コメン
ト 

・将来の指導者としての意識を持ち、それにふさわしい言動を心がけましょう。時間厳守、ルールを守
ること 
・教職カルテを使って振り返り等を実施するので、PC とファイルを指示のあった回には持参すること 
・2022 年度秋学期〜2023 年度春学期の科目のため、16 回〜30 回は 20223 年度の予定です。 
・模擬授業の際に、三木キャンパスとつないで合同で実施することがあります。  
 

23.オフィ
スアワー 

 

24.授業
回数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1
回】 

・事前・事後指導の趣旨と位置づけを説明します。 
・実習前後・実習中を通して、守らねばならない項目
について確認し、「誓約書」を書き、提出します。 
・各自の実習期間を確認して、模擬授業の順番と日程
を決めます。 
・事務的な手続きの最終確認をします。 
・実習先での行動等実習生としての心得について、常
識に属する事柄も含めて解説します。 
・法定伝染病（麻疹等）への対策、事前説明会の日程
確認と出席、教員採用試験への申し込み、出勤簿への
押捺、実習後の挨拶・礼状作成等、様々あります。 
・実習期間中の記録のつけ方、担当する授 

PC 持参 

【第 2
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
 

模擬授業の映像を katayama のシェアフォルダ
にアップロードするので、自分の話し方や動き
など、確認すること。 
また、同様に過去の先輩の映像も参考に見てお
くこと。 

【第 3
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

PC 

【第 4
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第
5~20
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第 21
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、生徒
役をつとめた実習生との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
なお、実習期間が早く始まる実習生は、順次実習に出
ます。 

 



【第 22
回】 

本実習  

【第 23
回】 本実習  

【第 24
回】 

本実習  

【第 25
回】 

本実習 
なお、早い時期に実習が終わる実習生は、順次、担当
教員に終了の報告をし、個別指導を受けることになり
ます。  
 

 

【第 26
回】 

事後報告会（１） 
相互に実習体験の報告会を実施します。 

PC 

【第 27
回】 

事後報告会（2） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

PC 

【第 28
回】 

事後報告会（3） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

★教育実習を終えて(レポート） 

【第 29
回】 

事後報告会（4） 
実習体験の報告会を実施します。 
実習後の各種手続き等(実習記録の提出、レポートの提
出、礼状の送付等）について確認します。  
 

 

【第 30
回】 

総括：実習体験を共有しふりかえりながら、学校や地
域などによる差や、様々な教育現場の取り組みを考え
ます。 
 

★履修カルテ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TTC401-
M51 

2.科目名 教職実践演習（中・高） （教職 4 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科・経営学科の 4 年次生で、教育実習
を終えた、または履修中の者 9.履修学年 ４年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 中学(英語) 
中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教職実践演習は、教職課程に組み込まれている他の授業科目や教職課程外での様々な活動を
通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、
形成されたかについて、最終的に確認するもので、いわば４年間を通じた「学びの軌跡の集
大成」として位置付けられている。この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自分
にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足している知識や技能等を補い、そ
の定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできるようになることが期待され
ている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■本授業の学修目標 
教師としての使命感や責任感を身につけ、生徒に対する教育的愛情をもつことができる。 
最低限の社会性や対人関係能力を身につけ、実際の場面で発揮することができる。 
生徒理解や学級経営等、これまで学んできたことを実際の場面で生かすことができる。 
教科内容等の指導力について、自分の強みと弱みを分析し、さらなる自己研修の方向性を示
すことができる。 
 

19.教科書・教材 特になく、必要に応じて資料等を配布する。 

20.参考文献 
中学校・高等学校学習指導要領、総則編および各教科編 
また、各教科の中学・高校用教科書、教師用指導書等 
 

21.成績評価 

グループ討論・・・３０％ 
ロールプレイング貢献度・・・２０％ 
模擬授業・・・２０％ 
最終レポート・・・３０％ 
  
 

22.コメント 教育実習で得たものを確認し、将来教職に就く時の糧としてください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
科目概要の説明、進め方の確認、「履修カルテ」を用
いた振り返り（自己分析）と教職に向けた課題の確認 

 

第２回 

グループ討論：「あらためて教育実習を振り返る」 
 実際の教育現場で起きている現代的課題、自分自身
が教職者として成⻑するために必要な要件など、自分
たちの実習経験を素材にあぶりだす。 
 

 



第３回 

グループ討論：ロールプレイング課題の設定 
 前回の討論を踏まえて、現在現場で起きている諸問
題について、ロールプレイングを行うとしたら、どの
ようなテーマが喫緊の課題となるか、どんな役割があ
りうるかを話し合う。 
 

個々の役割やシナリオを決定し、実際にロー
ルプレイを行うための準備をする。 
 想定される事例：いじめの発見と解決、体
罰の境界判断、保護者とのコミュニケーショ
ン等  々
 

第４回 

設定した課題に関する事例研究１ 
 ロールプレイングのシナリオ設定に必要な情報を自
身の体験以外に広く求めるために資料収集による事例
研究を行い、成果を発表する。グループごとに担当す
るテーマを決め、順番に発表し、相互に比較検討する
ための討論を行う。 
 

○事例研究用の資料を収集してまとめる。 

第５回 
設定した課題に関する事例研究２ 
      同上 
 

○事例研究用の資料を収集してまとめる。 

第６回 
三木市教育委員会、三木市内学校⻑等の講演(予定：
時期の変更あり) 

○質問内容を用意する。 

第７回 

ロールプレイング実践１ 
 一定のシナリオに沿ったロールプレイを実際に行っ
てみて、問題の再現性などを検討する。 
 

○ロールプレイの内容を考える 

第８回 
ロールプレイング実践２ 
 同上 
 

○同上 

第９回 
ロールプレイング実践３ 
 同上 
 

○同上 

第１０回 

教科指導力の再点検：教材研究の深化と模擬授業１ 
 実習の成果を踏まえて、教科に対する認識をさらに
深め、身に付けた教授技術の再点検を 行うための模
擬授業を行う。実習では十分に展開できなかった教育
方法なども積極的に 試行する。 
 

○模擬授業の準備をする。 

第１１回 
教科指導力の再点検：教材研究の深化と模擬授業２ 
 同上 
 

○同上 

第１２回 
教科指導力の再点検：教材研究の深化と模擬授業 3 
 同上 
 

○同上 

第１３回 

学級経営・生徒指導・進路指導に関するグループ討論 
 これまでに行った討論やロールプレイングで取り扱
えなかった論点について再提示し、あらためてグルー
プ討論、追加の事例研究などを行う。 
 

○グループ討論、事例研究の資料を用意す
る。 

第１４回 
教科外活動、学校行事、クラブ活動等に関するグルー
プ討論 ○グループ討論の資料を用意する。 



 同上 
 

第１５回 

最終まとめ：教師の資質能力と自身の到達点の確認 
 教職者としての自分の到達位置を確認するためのレ
ポートの執筆 
 

○レポートの作成と提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TTC401-
Y51 

2.科目名 教職実践演習（中・高） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科、教育福祉学科 9.履修学年 4 年生 

10.取得資格の要件 中高英語 
高校福祉 

11.先修条件 中学校または高校で教育実習を終えた・ま
たは年度内に実習が終わる予定者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教職実践演習は、教職課程に組み込まれている他の授業科目や教職課程外での様々な活動を
通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、
形成されたかについて、最終的に確認するもので、いわば４年間を通じた「学びの軌跡の集
大成」として位置付けられています。この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自
分にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足している知識や技能等を補い、
その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできるようになることが期待さ
れています。 
○学習指導について、模擬授業、ロールプレイ、授業参観、学習指導案、教材研究等により
授業力を高めます。 
○学級経営・生徒理解のために、現職教員の講話、実践事例研究、討論等により理解力・指
導力を高めます。 
○学校の服務、校務分掌などの実際について知り、社会性を身に付けます。 
○教員としての社会的な使命・責任・役割を理解し、自覚を促します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○教材研究の方法を理解し、授業のスキルを磨く 
○学校を取り巻く様々な問題などについて理解する 
○学校の服務、校務分掌などを知る 
○教員としての社会的な使命・責任・役割を理解する 
○教員として自分に不足していることを自覚し、どう伸ばすか、補うか、考える 
＊DP(6) これまで学んだ教職や専門の知識を統合し、教育実習での経験を踏まえて、将来
の教員としての準備に活かします。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 該当免許種の学習指導要領、学習指導要領解説 

21.成績評価 

発表 20% 
課題レポート 40％  
教職の意義と使命・責任感について、生徒理解についての評価 ２０％ 
教育実習の分析と考察 ２０％ 
*教職カルテの最終版を、授業最終回にファイルで提出すること 
総計 100%のうち 60%以上が合格です。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション 4 年間の学修の振り返り PC 持参 
【第 2 回】 教師に求められる資質（1）  



学校現場で求められる教師像ー教員の役割と責務 教
育実習の総括と分析  
 

【第 3 回】 
教師に求められる資質（２） 
各地方自治体が求める教師像  
 

PC 

【第 4 回】 

教師に求められる資質（３） 
具体的な教師像として、それに到達するための方策を
検討する  
 

 

【第 5 回】 
学校の組織内の人間関係や、保護者、地域社会の関係
者などのかかわりについて  

【第 6 回】 教育問題とクレイマーペアレンツに対する対処法  

【第 7 回】 
講話(現職教員の体験談） 
＊スケジュールは変更になることもあります 
 

○講話のまとめ 

【第 8 回】 学級経営の理論と生徒理解  
【第 9 回】 学級経営案の作成（グループ討論）  
【第 10 回】 学級経営上の問題点  

【第 11 回】 
教材研究、教材作成（学習プリント、ワークシートつ
くりなど）と模擬授業 

PC 

【第 12 回】 
教材研究、教材作成（学習プリント、ワークシートつ
くりなど）と模擬授業 

PC 

【第 13 回】 教師に求められる教科指導能力とは  
【第 14 回】 自己研鑽、研修について  

【第 15 回】 
求められる教師の資質能力について 
「教職実践演習から学びえたこと」  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT114-
Y51 

2.科目名 ライティング２ L2（1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：以下のライティング技術を習得すること 
  1) Basic sentence structures  
  2) Paragraph structure (Topic, Supporting, Concluding)  
  3) Planning & Outlining (Brainstorming) 
  4) Revising (self and peer evaluation) 
概要：上記の目的達成に向けて、添削と相互評価を通してライティングスキルを学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業では academic essay の基礎を学び、テーマに沿ったエッセイが書けるようになるこ
とを目標とする。 
  1) Sentence Combining and Modifiers 
  2) Develop better sentences, paragraphs, and essays through academic writing 
models and  
            extensive practice. 
  3) Develop skills in brainstorming 

19.教科書・教材 Keith S. Folse (2020) Great Writing Foundations (5th Edition) Cengage 
20.参考文献 PC, Electric/Paper dictionary 

21.成績評価 
Homework 30% (Writing exercises and practice) 
Essays and activities 30 % (Essays will be collected each time after peer-evaluation) 
In-class Writing Tests 40% (in Week 8 and Week 15) 

22.コメント 

・授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
・テキスト忘れや、授業に参加していない、宿題をしていない等の場合には、欠席扱いとな
ることがあります。 
・授業内での活動及び homework を重視している為、欠席しないように十分に注意してく
ださい。 
・やむ終えず欠席してしまった場合、必ず次の授業までに担当教員より学習内容及び宿題を
確認し、次の授業に臨んでください。 
・授業は主に教科書に沿って進めていきますが、授業内活動としてペアやグループによるタ
スク等を行います。したがって、積極的な参加姿勢で授業に臨んでください。 

23.オフィスアワー Questions are welcome via email or before/after the class. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 Day 
1 
              
Day 2 

Day 1 Course introduction, Unit 1: Sentences  
Day 2 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 1 
Essay 1 
PC 

Week 2 Day 
3 
              
Day 4 

Day 3 Unit 2: The Simple Present of Be  
Day 4 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 2 
Essay 2 
PC 



Week 3 Day 
5 
              
Day 6 

Day 5 Unit 3: The Simple Present 
Day 6 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 3 
Essay 3 
PC 

Week 4 Day 
7 
              
Day 8 

Day 7 Unit 4: Nouns 
Day 8 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 4 
Essay 4 
PC 

Week 5 Day 
9 
              
Day 10 

Day 9   Unit 5: Pronouns 
Day 10 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 5 
Essay 5 
PC 

Week 6 Day 
11 
              
Day 12 

Day 11 Unit 6: Adjectives 
Day 12 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 6 
Essay 6 
PC 

Week 7 Day 
13 
              
Day 14 

Day 13 Unit 7: The Conjunction And 
Day 14 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 7 
Essay 7 
PC 

Week 8 Day 
15 
              
Day 16 

Day 15 Unit 8: Articles, In-class Writing Test 1 
Day 16 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 8 
Essay 8 
In-class Writing Test 1 (2nd draft) 
PC 

Week 9 Day 
17 
              
Day 18 

Day 17 Unit 9: Prepositions 
Day 18 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 9 
Essay 9 
PC 

Week 10 
Day 19 
                
Day 20 

Day 19 Unit 10: Simple & Compound Sentences 
Day 20 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 10 
Essay 10 
PC 

Week 11 
Day 21 
                
Day 22 

Day 21 Unit 11: The Simple Past 
Day 22 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 11 
Essay 11 
PC 

Week 12 
Day 23 
                
Day 24 

Day 23 Unit 12: Complex Sentences 
Day 24 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 12 
Essay 12 
PC 

Week 13 
Day 25 
                
Day 26 

Day 25 Unit 13: Adverbs 
Day 26 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 13 
Essay 13 
PC 

Week 14 
Day 27 
                

Day 27 Unit 14: The Present Progressive 
Day 28 Essay Writing & Peer Evaluation 

Homework 14 
Essay 14 
PC 



Day 28 
Week 15 
Day 29 
                
Day 30 

Day 29 In-class Writing Test 2, Peer Evaluation 
Day 30 Improve Writing Test 2, Reflection 

In-class Writing Test 2 (2nd draft) 
PC 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT114-
Y52 

2.科目名 ライティング２ L2（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

This Unit follows on from Writing 1. 
You will gain tools for independent lifelong learning and writing in English, the 
international language. 
You will expand your fluency in English writing. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

THIS COURSE WILL GIVE YOU EXPERIENCE IN: 
1. Topic to paragraph organisation 
2. Forming word maps 
3. Brainstorming, drafting and editing  
5. Logical ordering of supporting sentences 
6. Opinion writing 
7. Expanding your descriptive vocabulary (good for TOEI 

19.教科書・教材 

"Writing Paragraphs -from Topic to Paragraph 2" 
by Dorothy Zemach & Carlos Islam 
Macmillan Education   ISBN:  978-380-05925-3 
Green A4 sized book.  Approx. Y3300 from Maruzen. 

20.参考文献 

Recommended dictionary designed for students: 
www.collinsdictionary.com 
Recommended thesaurus:  www.thesaurus.com 
Cambridge University free website:  www.writeandimprove.com 
Free online tool:  www.grammarly.com 
 

21.成績評価 

To successfully complete this Unit you must: 
1. Complete all 12 end-chapter writing tasks from the textbook (20%) 
2. End Semester Writing Test (10%) 
3. Participation in class activities (20%) 
5. 5-page writing project (properly referenced and cited) on a 

22.コメント 

- As this is progressive assessment, your in-class attendance is advised.         
- Please ONLY use your cell   phone to access the recommended dictionary 
(www.collinsdictionary.com) 
- English is the language of this classroom. 
- **All care taken, but Tim 

23.オフィスアワー ** Please contact your Teacher at above email address as her attendance on campus is 
limited! ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Introductions, course outline and requirements. 
"Writing Paragraphs". 
What future career do you want? 

A simple homework  
writing task. 



Class discussion on topics for your writing project. 

Week 2 Chapter 1:  Beginning to Work 
- Sentences 

Exercise 1: p12 

Week 3 

Chapter 2:  'Gifts'  
- writing complete sentences 
- paragraph features and topics 
- weak versus strong paragraphs 

Exercise 2: p19 

Week 4 

Chapter 3: 'An Interesting Place' 
- developing paragraphs 
- brainstorming 
- combining adjectival sentences 

Exercise 3: p25 

Week 5 

chapter 4: 'An Exceptional Person' 
- word maps 
- concluding sentences 
- capitalisation 
- writing about people 

Exercise 4:  p33 

Week 6 

Chapter 5: 'Trends and Fads - Social Media' 
- descriptive vocabulary 
- developing peer feedback skills 
- writing about a trend 

Exercise 5: p41 

Week 7 

Chapter 6: 'Fact or Fiction?' 
- opinions in supporting sentences 
- using discussion to brainstorm 
- writing about your opinions 

Exercise 6: p47 

Week 8 

Chapter 7:  'Explanations and Excuses' 
- cause and effect/ result paragraphs 
- combining sentences with SO / BECAUSE 
- writing about explanations and excuses 

Exercise 7: p54 

Week 9 

Chapter 8: 'Problems and Challenges' 
- writing about personal feelings 
- using WOULD LIKE TO / WANT TO / HAVE TO 
- logical order of supporting sentences 
- writing about problems 

Exercise 8: p61 

Week 10 

Chapter 9: 'Strange Stories' 
- using time expressions 
- identifying the main parts of a narrative 
- logically ordering events 

Exercise9: p68 

Week 11 

Chapter 10: 'Differences' 
- brainstorming using double lists 
- organising a comparison paragraph 
- comparing different situations / events 
- writing about life changes 

Exercise 10: p74 

Week 12 

Chapter 11: 'Difficult Decisions' 
- cause and effect relationships 
- brainstorming via pair interviews 
- beginning paragraphs with a question 
- writing about a difficult decision 

Exercise 11: p79 



Week 13 

Chapter 12: 'Fate or Choice?' 
- future hopes and plans 
- review of brainstorming techniques 
- transition expressions 
- writing about the future 

Exercise 12: p84 

Week 14 
Class time for preparation of your writing 
assessment topic 

Work on your  
writing assignment 

Week 15 

** End Semester WRITING TEST (10%) ** 
When you have finished your 
 writing assignment, send it to: 
avanstryker@outlook.com 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT115-
Y51 

2.科目名 ライティング総合１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 フィゴーニ啓子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Objective: 
In this class,  students progress from paragraph development to essay writing.   
Abstract: 
The topics include personal episodes related to favorite activities and daily life 
as well as learning how to make arguments on social and cultural issues.  
Students also learn how to write citations and references. In addition, grammar  
and vocabulary/idioms are developed through exercises focusing on accuracy.     
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students can 
1.  learn how to compose coherent paragraphs. 
2.  write three 400- word- essays. 
3. learn how to write citations and references. 
4. develop vocabulary, idioms and grammar. 
5. Work both individually and cooperatively in pairs and groups.  
PD: 

19.教科書・教材 Ready to Write 2  (K.Blanchard, C. Root) , Pearson 
20.参考文献 To be announced in class 

21.成績評価 

総括試験（Final exam） : 40%  
平常点（ In-class/homework assignments, quizzes , 3 essays) : 60% 
＊第 29 回目授業で総括試験(final exam)を行う。 
＊授業内課題や小テスト、3 本のエッセイは各平均点を合算し、その 60％を平常点とする。 
＊提出期限が過ぎた課題レポート、エッセイなどは受理しない。 
＊翻訳機の使用や剽窃が疑われるエッセイの評価点はゼロである。 

22.コメント 

1. B5 サイズルーズリーフ、USB メモリ、コンピューターは毎回持参すること。 
2. コロナ等の諸事情により、急遽、対面からオンラインになった場合は、 
 WebClass で連絡事項を確認し、Zoom ミーティングに参加すること。 
3.体調不良等で出席停止になった場合は、速やかにメールで連絡をいれること。 

23.オフィスアワー 授業の前後、合間に教室または講師控室にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
 

(1)     Orientation :  
          Introducing the syllabus, class rules.  
          Writing an email  
(2)   Chapter 1  
    Getting organized   
        
 

Homework 
 Read 'Introduction' of  
 the textbook, Ready to Write 2 
 

Week 2 (1)  Chapter 1  Getting Organized Homework assignment 



                  Grammar: capitalization and 
punctuation 
(2)  Chapter 1 
                  Vocabulary, idioms 
                  Peer/group work 
 

Chapter 1:  On your own 
 

Week 3 

(1) Chapter 2  Understanding Paragraphs 
                 Paragraph form, topic sentence, 
unity 
(2) Chapter 2 
                 Grammar : Compound sentences 
                 Vocabulary, idioms 
                 Peer/group work 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 4 

(1)  Chapter 3  Organizing Information by Time 
Order 
                  Signal words, Writing titles for 
paragraphs 
                  Grammar: preposition of time 
(2) Chapter 3 
                  Vocabulary, idioms 
                  Peer / group work 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 5 

(1) Chapter 4  Organizing Information by Order of 
Importance 
                  Write a paragraph listing the 
supporting ideas 
                  in order of importance 
(2) Chapter 4 
                  Grammar: gerunds, comma 
splices 
                  Vocab 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 6 

(1)  Chapter 5  Organizing Information by Spatial 
Order 
                  Write a paragraph describing a 
place 
                  using spatial order,  Organizing 
details 
(2) Chapter 5 
                  Grammar : Prepositions of place 
                   V 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 7 

(1) Chapter 6   Understanding the Writing Process 
                   Write a paragraph using the 
three steps 
                   of the writing process 
(2) Chapter 6 
                   Grammar: Sentence fragments 
                   Vocabulary, idioms 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 8 (1) Chapter 7   Supporting the Main Idea Homework 



                   Write a paragraph using charts, 
graphs, and quotes to  
                   support the main idea 
(2) Chapter 7 
                   Grammar : Introducing 
examples, punctuating quotes 
 

 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 9 

(1) Chapter 8  Explaining a Process 
                  Write a paragraph describing 
the steps in a process 
(2) Chapter 8 
                  Grammar: Imperative sentences 
                  Vocabulary, idioms 
                  Peer/group work 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 10 

(1) Chapter 9  Writing Descriptions  
                  Write a paragraph using 
descriptive details 
                  about a person, place or thing 
(2) Chapter 9 
                  Grammar: order of adjectives 
                  Vocabulary, idioms 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 11 

(1) Chapter 10   Expressing Your Opinion 
                    Write a paragraph that 
expresses your opinion 
                    on a number of topics 
(2) Chapter 10 
                    Grammar : run-on sentences 
                    Vocabulary, idioms 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 12 

(1) Chapter 11   Comparing and Contrasting 
                     Write a paragraph comparing 
or contrasting 
                      two people, experiences, or 
things 
(2) Chapter 11 
                     Grammar: sentence patterns 
of comparison 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 13 

(1) Chapter 12   Analyzing Causes and Effects 
                     Write a paragraph describing 
the causes 
                      or effects of an event 
(2) Chapter 12 
                     Grammar : complex 
sentences with because and since 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 14 (1) Chapter 13   Writing Summaries and Homework 



Answering Test Questions 
                     Write a paragraph that 
summarizes an article of a story 
(2) Chapter 13 
                     Grammar : agreement of 
subjects and verbs 
                     Vocabulary, id 

 Review the chapter. 
 Prepare for the final exam 
 

Week 15 

(1) Final exam 
(2) Consolidation 
          Final exam Q&A session 
          reflection 

Homework 
 Review the chapter. 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT116-
Y51 

2.科目名 ライティング総合２ L4 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
Students will develop the tools to clearly express themselves in English, through the 
process of writing paragraphs. Students will learn the skills required for good writing with 
many different interesting topics unfolding weekly. Topics and Assessment is progressive. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At Semester's end, students are expected to successfully achieve the following abilities 
set by the Department:  1. autonomy and skills to be an independent learner;  2. 
problem-solving strategies;   3. written communication skills 

19.教科書・教材 
Ready to Write 2(5th Edition) by Karen Blanchard and Christine Root.  Publisher: 
Pearson 
 ISBN: 978-0-13439-9324 

20.参考文献  

21.成績評価 

In-class textbook activities, group and individual work (progressive assessment)  -  50% 
1 email Task written to Teacher (Week 3) - 10% 
3 x written tasks on topics nominated by Teacher - 20% 
Class participation (cooperation/ motivation/ attitude) - 20% 

22.コメント 

- As this is progressive assessment, your in-class attendance is advised.         
- Please ONLY use your cell   phone to access the recommended dictionary 
www.collinsdictionary.com 
- Cambridge University free website:  www.writeandimprove.com 
- Free onlin 

23.オフィスアワー Your teacher is only on campus Monday, Tuesday and Friday 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions, course requirements, 
assessment. Unit 1: Getting Organized - how to 
organise items on a list / Your past writing 
experience 
Meeting 2: Capitalization and punctuation / Writer's 
Tips / Identifying irrelevant information 
 

As directed by your Teacher 

Week 2 

Meeting 1: Unit 2 - 'Understanding Paragraphs'- 
compound sentences; paragraph form, topic 
sentence, parts of a paragraph 
Meeting 2: writing supporting and concluding 
sentences, steps to writing well organised 
paragraphs 
 

As directed by your Teacher 

Week 3 
Meeting 1:  Unit 3 - Organising information by time 
order - prepositions of time; complex time 

Assessment 1: (10%)  write an email to 
your teacher (details given in this week's 



sentences, signal words / paragraph titles 
Meeting 2: Biographical paragraphs / writing an 
email / writing schedules and lists / Introduction to 
Word Banks 
 

class) 

Week 4 

Meeting 1: Unit 4 - Organising informationoy order 
of importance. Comma splices / gerunds / adding 
new ideas 
Meeting 2: Writing topic sentences/ ordering 
supporting points / order of importance / equal-
order paragraphs / Word Banks 
 

As directed by your Teacher 

Week 5 

Meeting 1: Unit 5 - Organising information by 
spatial order. Prepositions of place / organising 
details / British vs American spelling differences 
Meeting 2: Writing topic sentences for spatial order 
/ details and descriptive paragraphs using spatial 
orde 

As directed by your Teacher 

Week 6 

Meeting 1: Unit 6 - Understanding the Writing 
Process / Senence fragments / Writing a first draft 
Meeting 2: Brainstorming, clustering, listing. 
Recognising and using steps of the writing process 
/ Revising and editing your paragraph 

As directed by your Teacher 

Week 7 

Meeting 1: Unit 7 - Supporting the Main Idea.  
Introducing examples, punctuating quotes, 
providing support. using charts and graphs. 
Meeting 2: Writing paragraphs with supporting 
exaples, personal experiences, facts from graphs/ 
charts. Word Banks: Change 

As directed by your Teacher 

Week 8 

Meeting 1: Unit 8 - Explaining a process. Imperative 
sentences, time order signal words. 
Meeting 2: Writing topic sentences for process 
paragraphs, ordering sentences, writing process 
paragraphs. Word Bank-direction signal words 

Written Assignment 2 (10%) due. (Details 
given out in class previously) 
 

Week 9 

Meeting 1: Unit 9 - Writing descriptions. Order of 
adjectives, sensory words and using adjectives 
Meeting 2: Topic sentences and details for 
descriptive paragraphs;  writing descriptive 
paragraphs about people, places and objects.  
Word Banks. 

As directed by your Teacher 

Week 10 

Meeting 1: Unit 10 - Expressing your Opinion;  
Run-on sentences; using reasons 
Meeting 2: Topic sentences/ supporting details for 
opinion paragraphs 

As directed by your Teacher 

Week 11 

Meeting 1:  Unit 11 - Comparing and Contrasting; 
Sentence patterns of comparison, comparative 
adjectives 
Meeting 2: Writing topic sentences-comparison & 

As directed by your Teacher 



contrast paragraphs 

Week 12 

Meeting 1: Unit 12 - Analysing Causes and Effects;  
complex sentences with because/since;  
paragraph unity 
Meeting 2: Writing topic sentences for cause and 
effect paragraphs 

As directed by your Teacher 

Week 13 

Meeting 1: Unit 13 - Writing Summaries and 
Answering Test Questions;  subject/verb and 
verb/pronoun agreement; answering test questions 
Meeting 2: Writing summary steps; identifying main 
ideas and details, writing summaries 

Written Assignment 3 (10%) due. (Details 
given out in class previously) 

Week 14 

Meeting 1: Unit 14 - Writing Personal Letters and 
Business Letters; capitalisation and punctuation in 
letters 
Meeting 2: Personal letters, business letters, letters 
of complaint and praise 

As directed by your Teacher 

Week 15 

Meeting 1: Writing business letters (continued); 
textbook catch-up 
Meeting 2: Review of course;  review of your 
assessment items and opportunity to complete any 
outstanding work 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT116-
Y52 

2.科目名 ライティング総合２ L4（2020 生） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤泰生 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：まとまった考えや意見を論理的に記述するための英語の約束事を基本から学ぶ。 
概要：教科書に沿って英文の基本構造を確認し、そこから段落ごとに自分の考えをまとめ、
やがて短いエッセイを記せるようになるまでを練習する。教科書の課題を授業および課外学
習でこなし、教員との間のフィードバックを加えつつ、最終提出課題を完成させていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 自分の考えを自立的に表現するコミュニケーション能力を身に付ける。 
② 教員免許その他の英語資格を取得するための専門知識と技能を取得する。 
③ 英語文化圏における文化の多様性を理解する。 

19.教科書・教材 
『Writing Frontiers:英語で発想するライティング』（金星堂、2010）ISBN:978−4−7647−
3896 
補助教材は授業で適宜配布する。 

20.参考文献 Karen Blanchard / Christine Root, Ready to Write 3 (Pearson, 2017) 

21.成績評価 

Routine Regular Essays （30％）      学習目標①② 
Group Work   (30%)                             学習目標①② 
Final Essay  (40%)                               学習目標①②③  
合算で 60％以上の得点を合格とする。 

22.コメント 
英文の「かたち」を理解するための反復練習が必要になるので、教科書以外に練習問題を随
時配布します。繰り返しが大切ですので、課外学習（宿題）を根気よくこなしてください。 

23.オフィスアワー 毎週木曜 3 時限：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 Introducing  Yourself (定義) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 1. 

第 2 回 Writing a Story by Yourself (出来事や経験を語る) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 2. 

第 3 回 Writing Your Own Recipe （手続きや手順の説明） 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 3. 

第 4 回 
Different Varieties of English（パラグラフの書き
方） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 4. 

第 5 回 Describing Interesting People and Places (描写) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 5. 

第 6 回 Expressing Your Feeling (例を挙げる) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 6. 

第 7 回 
Introducing Your Hometown (プロセス・ライティン
グを知る) 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 7. 

第 8 回 Studying More about the World（分類） 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 8. 

第 9 回 Why Are They So Popular（理由） In-class exercises and assigned tasks of 



the chapter 9. 

第 10 回 Why Have Fast Food Shops Become Popular in 
Japan ?（原因と結果） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 10. 

第 11 回 Comparing Shogi and Chess (比較と対照) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 11. 

第 12 回 
Things Can Be  the Same；Things Can Be 
Different （パラグラフからエッセイへ） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 12. 

第 13 回 Expressing Your Opinion (意見文) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 13. 

第 14 回 International Students at Various Universities（グラ
フ：統計の解釈） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 14. 

第 15 回 Presenting Yourself (自己アピール) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 15. 

 




