
1.授業コード 
（ナンバリング） 

21110 2.科目名 心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

心理学に関する文献を理論的に読み，まとめることができる 
①ヒトの心理を客観的に理解できる 
②心理学で得た知識を人に説明できる 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 各自が興味のある文献を検索し，レジュメ作成，プレゼンテーションを行う。 
20.参考文献  

21.成績評価 

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

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

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

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 



 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  

 個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
 

 

 
個人のテーマにそって発表と討議を行う。 
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21120 2.科目名 心理学研究法特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
本講義では、人間の行動を理解するために心理学で用いられている手法について理解するこ
とを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）問題発見力（2）調査分析能力の
学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①心理学研究の方法論の概略が理解できる。 
② 質的研究と量的研究の特徴と違いが理解できる。 
 

19.教科書・教材 
・南風原朝和 「心理学研究法入門」 東京大学出版会 
・適宜資料を配付する。  
 

20.参考文献  

21.成績評価 

個人発表：３０点  
中間レポート３０点 
最終レポート ：４０点 
 

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

1 

＜オリエンテーション＞ 
・シラバスの説明 
・授業方法等について 
・心理学研究とは何か 
 

◆ ノート PC 利用◆ 
〇予習 教科書ｐ.ｐ.1-30 を読み、わからな
いところをチェックする。（120 分）  
 

2 

テーマ 
・リサーチクエスチョン 
・先行研究 
・文献 
・ルーブリック、チェックリストを参照する。 

〇復習 学んだことを整理する。（120 分） 
  
 

3 

文献探索 
・読み方 
・タイトル 
・サマリー 
 

〇文献検索（120 分） 

4 
文献紹介 
・リサーチクエスチョンは何か？ 
・どんな目的で何が得られたのか？ 

〇予習 教科書ｐ.ｐ.1-30 を読み、わからな
いところをチェックする。（120 分）  
 



・その結果が得られたことの意味は何か？ 

5 

質的調査その 1 
・質的調査とは何か 
・質的調査の特徴その 1 
  
 

〇復習 質的研究の特徴と留意点について、
整理する。（120 分） 
〇予習 教科書ｐ.ｐ.30--62 を読み、わから
ないところをチェックする。（120 分） 
 

6 
質的調査その 2 
・質的調査の特徴その 2 
 

〇復習 学んだことを整理してみる。（180
分） 
  
 

7 
質的調査その 3 
・質的調査の特徴その 3 

〇復習 学んだことを整理する。（120 分） 
〇課題 中間レポートを作成する。（200
分） 
  
 

8 中間まとめ 
振り返りと学び 

〇復習 研究の展開について考える。（180
分）  
 

9 
量的調査その 1 
・量的調査とは何か 
・量的調査の特徴 

〇復習 量的研究を各自の研究への応用につ
いて考えてみる。（120 分） 
〇予習 教科書ｐ.ｐ.93-121 を読み、わから
ないところをチェックする。（120 分）  
 

10 
量的調査その 2  
＜質問紙法①＞ 
 

〇復習 質的研究を各自の研究への応用につ
いて考えてみる。（120 分） 
 

11 
量的調査その 2  
＜質問紙法②＞ 
 

〇復習 質的研究を各自の研究への応用につ
いて考えてみる。（120 分） 
〇予習 教科書ｐ.ｐ.93-121 を読み、わから
ないところをチェックする。（120 分）  
  
 

12 

実験の論理と方法 
 ＜実験計画法＞ 
・実験計画法について 
 

◆ノート PC 利用◆ 
〇復習 本日学んだことを振り返り、修論に
ついて構想する。（180 分） 
  
 

13 
心理統計法について 
・心理統計法について ノート PC 利用 
 

◆ ノート PC 利用◆ 
〇復習 本日扱った検定に関するデータを作
成し、SPSS で検定する。（180 分） 
 

14 

研究の展開   
・論文作成 
・論文とは何か 
・修士論文作成について 
・発表技術 ・プレゼンテーションソフトについて 
・心理系学会における発表技術について 

◆ ノート PC 利用◆ 
〇課題 最終レポートを作成する。（400
分） 
  
 



 

15 まとめ 
振り返り 

◆ノート PC 利用◆  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21130 2.科目名 発達心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
公認心理師・臨床心理士受
験資格取得 

11.先修条件 学部の発達心理学 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(遠隔オンライン・オンデマンド） 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
 本科目では、⽣涯発達心理学の⽴場から、乳児期、幼児期、児童期、⻘年前期、⻘年後
期、成人初期、成人中期、成人後期における各発達期の心理的課題と支援のあり方を理解す
ることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標には DP(ディプロマポリシー)の 7 つ、専門知識・技能、問題発見力、
調査分析能力、論文作成能力、課題解決策への提案力、コミュニケーション能力、倫理観が
関わる。 
  公認心理師・臨床心理士受験資格取得を目指す大学院⽣として、授業での課題に自律的
に関わり、問題発見し、その問題について調査分析し、その結果を基に課題解決策への提案
をレポートにまとめ、授業中に倫理観をもって発表する。 
 本科目の学習目標は、以下の 3 つである。 
①各発達期に⽣じやすい心理的課題を説明できる。 
②その心理的課題にどのような要因が関与している可能性があるかについて説明できる。 
③その心理的課題に対してどのような支援が可能かを説明できる。 
 

19.教科書・教材 
教科書：発達心理学をアクティブに学ぶ 山本真由美編著 北大路書房 2,200 円＋税、他に
教材として power point(遠隔オンライン：神⼾山手Ｃ発信）と webclass を使用する。 

20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

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

22.コメント 
本授業は、教員が遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 18 日）で実施しますが、受講⽣
は三木 C の教室で受講する形式となります。 
 授業は、遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 18 日）で行う。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼
休み 
希望者は、事前にメールで予約を取って欲しい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/11 
 

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

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

第 2 回 
4/18 
 

第 3 章 発達・発達段階・発達心理学研究法 
 

予習：第 3 章(p41-58)を読む。 
復習：レディネスについてあなたの考えをま
とめ、webclass にレポートとして報告す



る。 

第 3 回 
4/25 

第 4 章 発達要因 
 

予習：第 4 章(p59-64)を読む。 
復習：発達に発達の要因がどのように関係し
ているかをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

第 4 回 
5/2 

第 4 章 発達の一般的傾向 
 

予習：第 4 章(p64-67) を読む。 
復習：発達の一般的 6 つのうち、1 つを取り
上げ、例を挙げてまとめ、webclass にレポ
ートとして報告する。 

第 5 回 
5/9 

第 4 章 発達理論 
 

予習：第 4 章(p67-76)を読む。 
復習：教科書の発達理論の中から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 6 回 
5/16 

第 5 章 身体と運動の発達 
 

予習：第 5 章(p79-90)を読む。 
復習：サルコペニアと動発達との関連性につ
いてあなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 7 回 
5/23 

第 6 章 感覚・知覚・認知発達 
 

予習：第 6 章(p93-104)を読む。 
復習：自己中心性についてあなたの考えをま
とめ、webclass にレポートとして報告す
る。 

第 8 回 
5/30 

第 7 章 注意・記憶の発達 
 

予習：第 7 章(p107-116)を読む。 
復習：注意と記憶の発達的変化についてあな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

第 9 回 
6/6 

第 8 章 動機づけ・学習の発達 
 

予習：第 8 章（p119-133）を読む。 
復習： マズローの欲求段階説と動機づけの
関連についてあなたの考えをまとめ、
webclass にレポートとして報告する。 

" 
第 10 回 
6/13 
 

第 9 章 言語の発達 
 

予習：第 9 章(p137-144)を読む。 
復習：読み書きの発達と効用についてあなた
の考えをまとめ、webclass にレポートとし
て報告する。 

第 11 回 
6/20 

第 9 章 思考・知能の発達 
 

予習：第 9 章(p144-153)を読む。 
復習：演繹的推論と帰納的推論についてあな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

第 12 回 
6/27 

第 10 章 感情・パーソナリティの発達 
 

予習：第 10 章(p155-169)を読む。 
復習：感情表現認知と虐待の関係についてあ
なたの考えをまとめ、webclass にレポート
として報告する。 
 

第 13 回 
7/4 

第 11 章 コミュニケーション・社会性の発達 
 

予習：第 11 章(p173-187)を読む。 
復習：仲間集団の発達についてあなたの考え
をまとめ、webclass にレポートとして報告
する。 

第 14 回 第 12 章 発達障害 予習：第 12 章(p189-205)を読む。 



7/11  復習：発達障害と愛着障害の関係についてあ
なたの考えをまとめ、webclass にレポート
として報告する。 

第 15 回 
7/25 

まとめとテスト 
授業のまとめと最終確認テストを行う。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21220 2.科目名 社会調査法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1 年〜 

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

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

17.授業の目的と概要 

社会調査の実践的な知識と能力を取得するため、自らテーマをもって調査の企画・設計から
分析までを演習形式でおこない、実践的な知識と能力を身につけることを目的とします。調
査方法の決定、調査の企画と設計、仮説構成、質問紙の作成、対象者の選定、実査、調査デ
ータの整理、計量的分析と図表の作成を行い、報告書にまとめます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○質問紙調査を⽴案し調査企画書を作成できる。 
○テーマにふさわしい質問紙を作成することができる。 
○調査結果を報告書としてまとめることができる. 
 

19.教科書・教材 大谷信介他編『新・社会調査へのアプローチ:理論と方法』ミネルヴァ書房、2013 年 
20.参考文献  

21.成績評価 

・調査企画書⇒20% 
・調査票⇒30% 
・調査報告書⇒40% 
・プレゼンテーション⇒10% 
 

22.コメント 

・「専門社会調査士」は、「社会調査士」資格を取得済みであることを前提とした資格です。
したがって、この科目も、社会調査の基礎的知識を持っていることが前提となります。ただ
し、「社会調査士」「専門社会調査士」の資格を、大学院終了後に同時申請することも可能で
す。そのためには、①もしくは②のの条件をクリアしなければなりません。 
①人間心理学科開講の「社会調査論Ⅰ」「社会調査論Ⅱ」「統計学Ⅰ」「統計学Ⅱ」（４科
目）、および「データ解析」「質的調査法」のうち１科目以上を、科目等履修で修得する。 
②社会調査協会が開講する社会調査士資格科目に関する講座（集中）を受講し、試験に合格
する。 

23.オフィスアワー 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（メディアライブラリー） 
○研究室オフィスアワー⇒⽕曜Ⅲ限（1320 研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 オリエンテーション：授業の目的およびスケジュール 
持参するもの：教科書およびノートＰＣ（以
後、毎回持参） 

第２回 社会調査の理論：社会調査の諸タイプ  
第３回 社会調査の意義、調査倫理：学術調査を中心に  
第４回 調査の企画①：仮説・検証･サンプリング理論、演習  
第５回 調査の企画②：論理的整合性、演習 提出物：調査企画書 
第６回 調査の設計①：尺度構成、ワーディング、演習  
第７回 調査の設計②：質的質問（文書挿入法）、演習  
第８回 実査①：調査票の配付と回収、演習 提出物：調査票 
第９回 実査②：検票、コードブックの作成、演習  



第１０回 
集計・分析①：データ入力、コーディング、データク
リーニング、演習 

 

第１１回 
集計・分析②：データ分析（統計ソフトＳＰＳＳ使
用）、演習  

第１２回 集計・分析③：データ分析（統計ソフトＳＰＳＳ使
用）、演習 

 

第１３回 
報告書の作成①：目的、方法、仮説、結果を中心に、
演習 

 

第１４回 報告書の作成②：結果の考察を中心に、演習  
第１５回 調査結果の報告（プレゼンテーション） 提出物：調査報告書 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21230 2.科目名 人間行動学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 成人の犯罪と少年非行の背景となる要因、および精神疾患の影響について理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 少年非行におよぼす児童虐待の影響、および成人が起こした虐待による児童の死亡事件
について理解する 
② 薬物依存からの矯正について理解する 
③ 公判廷で採用された精神鑑定の結果について討議する 
 関係する事件としては、2019 年に千葉市で発⽣した栗原心愛ちゃん被害の虐待による傷
害致死事件（被告人には懲役 16 年の判決） 
  2016 年に相模原市の津久井ヤマユリ園で発⽣した 19 人殺害事件の被告は、事件前に大
麻や脱法ハーブを使用、措置入院になっている また、犯行動機は優⽣思想からくるものと
のべているが、責任能力を認め 2020 年に死刑判決 
 等が挙げられる 
 

19.教科書・教材 

https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード:  
****** 
 

20.参考文献 適宜紹介し、必要な資料も配布する 

21.成績評価 

１ 文献講読と発表、討議への参加  50％ 
毎回のテーマに関する解説あるいは意見や疑問の表明、事例や補足情報の提供  
２．最終レポート      50％ 
                                       合計 
100％ 

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

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

次回取り上げる文献資料の精読および疑問点
の下調べ（以下第 14 回まで同様） 

第 2 回 
 

犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 3 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 
 

 

第 4 回 
 

犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 
 

 



第 5 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 6 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する  

第 7 回 犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 8 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 9 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 10 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する  

第 11 回 犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 12 回 犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 13 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する 

 

第 14 回 
犯罪に及ぼす諸要因について,文献資料を読み、討議
する  

第 15 回 
振返りとまとめ 
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21240 2.科目名 臨床心理学特論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横川滋章 

5.授業科目の区分 【基礎科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年 

10.取得資格の要件 

臨床心理士資格試験受験資
格 
公認心理師資格試験受験資
格 
 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 
臨床心理に関する基本的な知識と考え方の修得が目的。 
教科書を輪読するとともに、受講⽣同士のディスカッションを通して、臨床心理学に関する
理解を深めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

心理臨床面接に関する基本的な専門知識を習得する 

19.教科書・教材 特に指定しない 

20.参考文献 
「面接法」 熊倉伸宏 新興医学出版社（2002）ほか、 
必要に応じて随時提示する 

21.成績評価 
授業内のコメント       ３０％ 
小レポート             ５０％ 
総括試験に代わるレポート ２０％ 

22.コメント 
秋学期以降に行う学内・学外の実習の基礎となるものです。「素人」ではない状態で実習に
臨めるよう、しっかりと学んでいきましょう。 

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

 
オリエンテーション 
臨床心理学の概要 

 

 
臨床心理学の基礎 
・理論と実践 

 

 
臨床心理学の理論① 
・人間性心理学（ロジャース）  

 臨床心理学の理論② 
・精神分析（フロイト） 

 

 臨床心理学の理論③ 
・ナラティヴアプローチ 

 

 
臨床心理学の理論④−１ 
・子どもの面接（遊戯療法） 

 

 
臨床心理学の理論④−２ 
・親面接  

 
臨床心理学の理論⑤ 
・家族療法  

 臨床心理の方法①−１ 
・心理臨床面接 

 



 
臨床心理の方法①−２ 
・心理臨床面接 

 

 
臨床心理の方法①−３ 
・心理臨床面接  

 臨床心理の方法①−４ 
・心理臨床面接 

 

 
臨床心理の方法①−５ 
・臨床心理面接 

 

 
臨床心理の方法② 
・職種間連携 
・倫理 

 

 
まとめ・ふりかえり 
・実習に向けて 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21410 2.科目名 臨床心理基礎実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美、松井幸太、山本喜晴 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

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

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

オリエンテーション 心理実習の基礎（内部実習と外
部実習） 

 

第 3 回 
第 4 回 

事例検討会 
初回面接実習に先⽴って １）初回面接とは 

 

第 5 回 
第 6 回 

事例検討会 
初回面接実習に先⽴って ２）誰が面接を行うか  

第 7 回 
第 8 回 

事例検討会 
初回面接実習に先⽴って ３）誰がクライエントか 

 

第 9 回 
第 10 回 

初回面接実習 ロールプレイ事例の検討  

第 11 回 
第 12 回 

初回面接実習 ロールプレイ事例の検討  

第 13 回 
第 14 回 初回面接実習 ロールプレイ事例の検討  

第 15 回 
第 16 回 事例検討会  

第 17 回 
第 18 回 

電話受付オリエンテーション  



第 19 回 
第 20 回 

電話受付オリエンテーション  

第 21 回 
第 22 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告  

第 23 回 
第 24 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告 

 

第 25 回 
第 26 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告 

 

第 27 回 
第 28 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告 

 

第 29 回 
第 30 回 

事例検討会  
陪席実習のインテーク報告  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21411 2.科目名 臨床心理実習Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

事例検討への参加を通じて、臨床心理実践の基礎を確実に身に付ける 

19.教科書・教材 なし 
 必要に応じて随時紹介する 

20.参考文献  

21.成績評価 

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

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

第 1 回 
 オリエンテーション 
 実習（学内・学外）について 
 

 

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



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21412 2.科目名 臨床心理実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

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

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

19.教科書・教材 なし 
 必要に応じて随時紹介する 

20.参考文献  

21.成績評価 

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

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

 

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

 

 
第 03 回 事例検討 
第 04 回 事例検討 
 

 

 
第 05 回 事例検討 
第 06 回 事例検討 
 

 

 
第 07 回 事例検討 
第 08 回 事例検討 
 

 

 
第 09 回 事例検討 
第 10 回 事例検討 
 

 

 
第 11 回 事例検討 
第 12 回 事例検討 
 

 

 第 13 回 事例検討  



第 14 回 事例検討 
 

 

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

 

 
第 17 回 事例検討 
第 18 回 事例検討 
 

 

 
第 19 回 事例検討 
第 20 回 事例検討 
 

 

 
第 21 回 事例検討 
第 22 回 事例検討 
 

 

 
第 23 回 事例検討 
第 24 回 事例検討 
 

 

 
第 25 回 事例検討 
第 26 回 事例検討 
 

 

 
第 27 回 事例検討 
第 28 回 事例検討 
 

 

 
第 29 回 事例検討 
第 30 回 事例検討  まとめ 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21420 2.科目名 臨床心理実習Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 
なし 
 必要に応じて随時紹介する 

20.参考文献  

21.成績評価 

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

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

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

 

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



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21430 2.科目名 人間行動学演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 横川滋章、松井幸太 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

修士論文テーマ、研究計画書を作成することができる。 

19.教科書・教材 なし。各自のテーマに即した参考文献を適宜紹介する。 

20.参考文献 

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

21.成績評価 

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

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

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

 

第 2 回目 

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

 

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

 

第 4 回目 
資料の検索① 
・文献の検索方法について学ぶ 

 



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

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

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

 

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

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

第 15 回目 

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

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21440 2.科目名 臨床心理査定演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】臨床心理査定についての理論，実施方法の基礎を学ぶことを目的とする。 
【概要】 
◇心理査定（アセスメント）の意義とバックグランドについての講義による理解を踏まえ
て、知能検査及び性格検査についての演習を行う。 
◇テスト・バッテリーや報告書のまとめ方など、体験をまじえながら学ぶ。 
◇心理査定（アセスメント）が実際の臨床場面でどのように使用されているのか理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目では以下のベンチマークを重視する。 
① 自律性：公認心理師・臨床心理士を目指す 
② 論理的思考/判断力：検査および面接技術力 
③ 情報収集/活用力 
そのため以下の具体的な学習目標を設定している。 
① 実践における心理的アセスメントの意義を理解する。 
② 心理的アセスメントに関する理論と方法を理解する。 
③ 心理に関する相談、助言、指導などへの①②の応用について理解する。 
④ Wechsler 式知能検査の施行法を習得する。 
⑤ Rorschach 法の施行法を習得する。 

19.教科書・教材 片口安史著 『新・心理診断法』 金子書房 
20.参考文献 授業内で随時紹介する。 

21.成績評価 
○ 各回での宿題の提出 30％（すべての目標に該当） 
○ 中間課題：知能検査に関するレポートの提出 30％（目標④に該当） 
○ 最終課題：Rorschach 法解釈レポートの作成 40％（目標⑤に該当） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜２限（山手キャンパス） 
研究室オフィスアワー：月曜昼休み（山手キャンパス） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

ガイダンス 
・臨床場面における心理的アセスメントの意義。 
・心理的アセスメントに関する理論と方法。 
・心理に関する相談、助言、指導などへの応用。 
・講義の進め方について説明する。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 

心理テストについて 
・心理テストについて概観。 
・テストの性質とバッテリーの組み方。 
・クライエントへの導入と施行上の諸注意。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 
知能検査の歴史と理論 
・知能検査開発の経緯について 
・それぞれの知能検査の基礎となる知能理論について 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 



・各種知能検査が臨床場面でどのように使用されてい
るかについて 

 
WISC-Ⅳについて① 
・WISC-Ⅳの施行法について学ぶ。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 
WISC-Ⅳの実施 
・WISC-Ⅳを実施し，採点及び解釈について演習す
る。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 

Rorschach 法① 
・Rorschach 法の概要と歴史 
・Rorschach 法を実施する上での留意すべき点 
・Rorschach 法が臨床場面でどのように使用されて
いるかについて 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 Rorschach 法② 
・実施法と記号化について 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 
Rorschach 法③ 
・プロトコルと記号化・集計されたデータの解釈。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 
課題：知能検査レポートの提出 

 Rorschach 法④ 
・プロトコルと記号化・集計されたデータの解釈。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 
Rorschach 法⑤ 
・受講者がそれぞれ検査を実施、プロトコルをまと
め、集計する。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 
Rorschach 法⑥ 
・受講者がそれぞれ検査を実施、プロトコルをまと
め、集計する。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 認知症スクリーニング検査（MMSE,HDS-R）の実施
法について学ぶ 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 
見⽴てとフィードバック① 
報告書の書き方，フィードバックすることの重要性と
方法 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 

見⽴てとフィードバック② 
・架空の検査結果を用いて，テストバッテリーの組み
方や検査結果の見⽴て，フィードバックの方法等につ
いて検討する。 

復習：Webclass の資料をよく読む 
予習：テキストや Webclass の資料を読む 

 
まとめ 
○最終課題：解釈レポートの提出 解釈レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21450 2.科目名 投影法特論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
【目的】投影法についての理論を理解し，実施できるようになることを目的とする。 
【概要】投影法の中でも TAT 及び Rorschach の試行と解釈について扱い，図版の特徴や分
析法などを学ぶ。実際のケースを通じて、理解を深めてゆく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は DP のうち，専門知識・技能，倫理観と関連する。 
【学習目標】 
① 投影法の代表的な技法について説明できる。 
② TAT の実施法を修得し，図版の特徴を理解する。 
③ Rorschach の施行法を修得し、解釈レポートをまとめることができる。 

19.教科書・教材 
片口安史著 『新・心理診断法』 金子書房 
＊春学期/ 臨床心理査定演習Ⅰのテキスト 

20.参考文献 氏原寛編  『心理査定実践ハンドブック』 創元社 

21.成績評価 
①TAT に関するレポート ２０％（目標①，②に該当） 
②受講者全員が Rorschach の事例を提供する ４０％（目標①，③に該当） 
③事例検討の結果を踏まえて、解釈のレポートを作成する ４０％（目標①，③に該当） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜  昼（神⼾山手キャンパス） 
センターオフィスアワー：月曜  ２限（神⼾山手キャンパス） 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
TAT について事例から学ぶ① 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 TAT について事例から学ぶ② 
復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 TAT について事例から学ぶ③ 
復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 
課題：TAT に関するレポート 

 事例検討 A①  実際の事例から Rorschach につい
て学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 
課題：スコアリングの実施 

 
事例検討 A②  実際の事例から Rorschach につい
て学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 
事例検討 A③ 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 事例検討 B①  実際の事例から Rorschach につい
て学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 
課題：スコアリングの実施 

 事例検討 B② 実際の事例から Rorschach について 復習：授業の内容をノートにまとめる 



学ぶ 予習：資料や教科書をよく読む 

 事例検討 B③ 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 
事例検討 C① 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 
課題：スコアリングの実施 

 
事例検討 C② 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 
事例検討 C③ 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 事例検討 D① 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 
課題：スコアリングの実施 

 
事例検討 D② 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：資料や教科書をよく読む 

 
事例検討 D③ 実際の事例から Rorschach について
学ぶ 解釈レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21510 2.科目名 臨床心理実践実習 3.単位数 6 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子、松井幸太、山本喜晴 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 授業内で適宜紹介する 

21.成績評価 

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

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

8−9 月 
夏季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

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

2-3 月 
冬季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

通年 学内実習（心理臨床センターこころの相談室）  



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

通年 

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

 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21511 2.科目名 臨床心理実践演習 3.単位数 6 

4.授業担当教員 横川滋章、田中亜裕子、松井幸太、山本喜晴 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 授業内で適宜紹介する 

21.成績評価 

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

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

8−9 月 
夏季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

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

2-3 月 
冬季カンファレンス（隔週） 
3 時間×4 回＝12 時間 

 

通年 学内実習（心理臨床センターこころの相談室）  



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

通年 

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

 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21530 2.科目名 学校臨床心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
本授業では、学校臨床の基礎について学ぶとともに、子どもの心理的援助の方法して、遊戯
療法の基礎的スキルを身に着けることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は次の通りです。 
①遊戯療法に関する基礎的知識を身に着ける。 
②プレイセラピーにおけるセラピストの基本的態度を身に着ける。 
③学校臨床の基礎的知識を身に着ける。 

19.教科書・教材 
「新版・プレイセラピー: 関係性の営み 」 2014/7/16 
ゲリー・L. ランドレス (著)、山中 康裕 (翻訳), 江城 望 (翻訳), 勅使川原 学 (翻訳) 日
本評論社 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
課題シートの作成・・・50 点（学習目標の①に対応） 
遊戯療法のロールプレイにおけるセラピストとしてのスキルの向上・・・50 点 

22.コメント 

事前準備をしっかりと行ってください。 
?テキストを読み、担当個所はレジュメにまとめ、担当回に印刷して配付すること。また、
テキストを読んで不明なところ、皆の意見をきいてみたいところを箇条書きにして、
Webclass にあげること（手書きの場合はコピーを科目担当者に渡すこと）。 
「遊戯療法」V.M.アクスライン著 小林治夫役 岩崎学術出版社 
※人数分を図書館に入れていただいています。各自貸し出しを行ってください。 
②ロールプレイで演じる子どもの役作りをすること。 
 

23.オフィスアワー ⽕曜日 お昼休み  メディアライブラリー 
水曜日 お昼休み 研究室 

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

オリエンテーション 
遊戯療法室の見学 「遊戯療法」を読み進めておくこと。 

第 2 回 
 

テキストの輪読 ロールプレイで演じる子どもの役作りをする
こと。 

第 3 回 
 

テキストの輪読  

第 4 回 
 

テキストの輪読  

第 5 回 
8/31(月)3 限 テキストの輪読  

第 6 回 
8/31(月)4 限 

テキストの輪読  

第 7 回 
9/1(⽕)1 限 

遊戯療法のスキルを身に着ける 
ロールプレイを通して、セラピストとしての基本的態

ロールプレイふり返りシートの作成と印刷
（人数分） 



度を学ぶ。  
※一人 30 分 

第 8 回 
9/1(月)2 限 

遊戯療法のスキルを身に着ける 
ロールプレイを通して、セラピストとしての基本的態
度を学ぶ。  
※一人 30 分 

 

第 9 回 
9/2(水)2 限 

ロールプレイふりかえり  

第 10 回 
9/2(水）3 限 

 
ロールプレイのふりかえり 

 

第 11 回 
9/3(木)1 限 学校臨床：学校という場の特徴  

第 12 回 
9/3(木)2 限 

いじめ  

第 13 回 
9/4(金)2 限 

不登校  

第 14 回 
9/4(金)3 限 

発達障害  

第 15 回 
9/4(金）4 限 まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21531 2.科目名 修士論文指導 3.単位数 8 

4.授業担当教員 横川滋章 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

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

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 

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

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

第 1 回目 
第 2 回目 

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

 

第 3 回目 
第 4 回目 

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

 

第 5 回目 
第 6 回目 

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

 

第 7 回目 
第 8 回目 

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

 

第 9 回目 
第 10 回目 

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

 



＿ 
修士論文中間発表会準備（プレゼンテーション） 

第 11 回目 
第 12 回目 

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

 

第 13 回目 
第 14 回目 

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

 

第 15 回目 
第 16 回目 

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

 

第 17 回目 
第 18 回目 

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

 

第 19 回目 
第 20 回目 

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

 

第 21 回目 
第 22 回目 

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

 

第 23 回目 
第 24 回目 
 

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

 

第 25 回目 
第 26 回目 

第二稿の提出 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第二稿の検討 

 

第 27 回目 
第 28 回目 

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

 

第 29 回目 
第 30 回目 

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

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21532 2.科目名 修士論文指導 3.単位数 8 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

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

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、紹介する。 

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

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

第 1 回目 
第 2 回目 

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

 

第 3 回目 
第 4 回目 

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

 

第 5 回目 
第 6 回目 

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

 

第 7 回目 
第 8 回目 

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

 

第 9 回目 
第 10 回目 

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

 



＿ 
修士論文中間発表会準備（プレゼンテーション） 

第 11 回目 
第 12 回目 

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

 

第 13 回目 
第 14 回目 

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

 

第 15 回目 
第 16 回目 

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

 

第 17 回目 
第 18 回目 

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

 

第 19 回目 
第 20 回目 

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

 

第 21 回目 
第 22 回目 

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

 

第 23 回目 
第 24 回目 
 

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

 

第 25 回目 
第 26 回目 

第二稿の提出 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
第二稿の検討 

 

第 27 回目 
第 28 回目 

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

 

第 29 回目 
第 30 回目 

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

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21540 2.科目名 臨床心理面接特論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横川滋章、松井幸太 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

本授業では、臨床心理面接を実施するために必要な力を身につけることを目的としている。
学内の心理臨床センターでの実習に向けた準備として、新規申込の際の電話対応のロールプ
レイから始まり、実際に来談された想定でのインテーク面接のロールプレイを実施する。ロ
ールプレイを通して、ケースマネジメントを学ぶとともに、カウンセラーとしての対応につ
いてディスカッションしながら、理解を深めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業では、臨床心理面接を実施するために必要な力を身につけることを目的としている。
具体的には以下の内容を身につけることを目標としている。 
①新規相談申込の応対をし、受付票を書くことができる 
②インテーク面接のインテーカーをとして、何をするべきか理解できる。 
③カウンセラーとしての対応について、理解をできる。 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 授業内で適宜紹介する 

21.成績評価 

①新規相談申込の電話応対（ロールプレイ）  20% 
②新規相談申込の受付票の作成                        20% 
③インテーク面接のロールプレイ                    20% 
④インテーク面接後の記録の作成                    20% 
⑤インテーク面接に関するディスカッション  20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション  
第 2 回 ロールプレイ CL 設定の確認  
第 3 回 電話受付ロールプレイ、電話受付票の説明  
第 4 回 電話受付票の検討、相談申込票の説明  
第 5 回 インテーク面接のロールプレイとディスカッション  
第 6 回 インテーク面接の逐語とインテーク報告書の検討  
第 7 回 インテーク面接のロールプレイとディスカッション  
第 8 回 インテーク面接の逐語とインテーク報告書の検討  
第 9 回 インテーク面接のロールプレイとディスカッション  
第 10 回 インテーク面接の逐語とインテーク報告書の検討  
第 11 回 インテーク面接のロールプレイとディスカッション  
第 12 回 インテーク面接の逐語とインテーク報告書の検討  
第 13 回 インテーク面接のロールプレイとディスカッション  
第 14 回 インテーク面接の逐語とインテーク報告書の検討  
第 15 回 ふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

21550 2.科目名 臨床心理実践基礎実習 3.単位数 3 

4.授業担当教員 横川滋章、松井幸太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 授業内で適宜紹介する 

21.成績評価 

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

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

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

 

第 5−9 回 電話受付の対応について  
第 10 回 継続面接ロールプレイの説明  

 継続面接ロールプレイ 
1.5 時間×4＝6 時間 

 



第 11-15 回 継続面接ロールプレイの検討  

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

 

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

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

 

通年 
センター運営実習 
＊通年 
大掃除・おもちゃ買い・運営会議 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

27000 2.科目名 臨床心理学研究法特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1・2 年 
10.取得資格の要件 臨床心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 プレゼンテーション 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】臨床心理学領域におけるさまざまな研究を行う上での方法論と、研究の重要性、お
よび困難さを理解することを目標にする。 
【概要】臨床心理学においては、臨床実践や調査研究とプライバシーを含む倫理面の問題お
よび研究から得られる公共性との両⽴と相克が重要なテーマとなるが、究極的には、クライ
エントの利益に還元されることが優先される。これらの点について留意しながら、臨床心理
学研究法について学修する。 
臨床心理学の専門家としては、実践力だけではなく、科学的な素養を有していることも重要
である。この科目は、最終的な成果 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は DP のうち，調査分析力，コミュニケーション力，倫理観と関連する 
【学習目標】 
①量的研究，質的研究，事例研究の意義をそれぞれ説明できる。 
②臨床心理学の研究論文の書き方を説明することができる。 
③論文の内容を相手にわかるように説明できる。 

19.教科書・教材 適宜 WEBCLASS にアップする 
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
研究法に関するレポート 40％（目標①，②に該当）  
口頭発表・プレゼンテーション等の報告会 40％（目標③に該当） 
発表に対する質疑応答（目標③に該当） 

22.コメント  

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

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 

臨床心理学の領域と研究法① 
臨床心理学研究の特徴として、クライエントの利益を
優先すること、プライバシーや倫理的な問題を常に念
頭におくことを十分理解しておくことがあげられる。 
【キーワード】 
臨床心理学の研究領域、臨床研究 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 2 回目 
臨床心理学の領域と研究法②  
量的研究，質的研究，事例研究の違いと意義を理解す
る。 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 3 回目 
臨床心理学の領域と研究法③ 
量的研究，質的研究，事例研究の違いと意義を理解す
る。 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 4 回目 
 質的研究法について① 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 5 回目 質的研究法について② 復習：授業の内容をノートにまとめる 



予習：授業の資料をよく読む 

第 6 回目 質的研究法について③ 復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 7 回目 事例研究について① 
復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 8 回目 事例研究について② 
復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 9 回目 事例研究について③ 
復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 10 回目 

研究法としての事例研究法① 
事例研究法は臨床心理学において最も重要な研究法の
１つである。本講では、知識伝達と技術習得のちが
い、概念的知識と手続き的知識のちがいに注目しなが
ら、臨床の場において人間を統合的にとらえる実践的
方法として洗練されてきたこの事例研究法の意義と限
界について検討したい。 
【キーワード】 
事例研究、臨床の知、事例検討 

復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 11 回目 研究法としての事例研究法② 
復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 12 回目 臨床心理学に関する研究論文のプレゼン① 復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 13 回目 臨床心理学に関する研究論文のプレゼン② 復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 14 回目 臨床心理学に関する研究論文のプレゼン③ 
復習：授業の内容をノートにまとめる 
予習：授業の資料をよく読む 

第 15 回目 

臨床心理学研究法における倫理問題 
臨床心理学研究の難しさは、しばしばクライエントの
プライバシーや利益など研究において二律背反性に直
面することがあげられる。これらの点について考え
る。 
【キーワード】 
倫理、インフォームド・コンセント、プライバシー保
護 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

27001 2.科目名 臨床心理査定演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

臨床心理査定法には，クライエントの査定（見⽴て・アセスメント）をするための観察，面
接，心理検査が含まれる。 前半は，新版 K 式発達検査を用いて，認知的，発達的な適応の
アセスメントについて学ぶ。近年，軽度発達障害に関わる特別支援教育への社会的関心が高
まっているが，その際にも，発達検査によって得られるデータが重要視される。ロールプレ
イや実習を通して主たる発達検査の使用法，テスターとしての基本的態度, 所見の書き方を
学ぶ。 後半は，インテーク面接を中心に，テストバッテリー，面接法を含めた，綜合的な
アセスメントにつ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は次の通りです。 
【学習目標】 
・臨床心理査定が実際に実施できるようになる。 
・検査用具をもちいた心理査定の技術に習熟する。 
・個々の心理査定法の技術だけでなく、見⽴てる力を養う。 
 

19.教科書・教材 
発達相談と新版 K 式発達検査 子ども・家族支援に役⽴つ知恵と工夫 大島剛 他 明石書
店 

20.参考文献 

①「新版 K 式発達検査にもどづく発達研究の方法 操作的定義による発達測定」 中瀬淳 
ナカニシヤ出版  
②「新版 K 式発達検査法 2001 年版 標準化資料と実施方法」新版 K 式発達検査研究会 ナ
カニシヤ出版 
③「発達相談と援助 新版 K 式発達検査 2001 を用いた心理臨床」川畑隆 
 

21.成績評価 
臨床心理査定に関する実技 50％ 
有用な所見を書くスキル 50％ 
 

22.コメント 
この授業を受講する前に、新版 K 式発達検査の 4 葉にある検査項目の実施方法を覚えておき
ましょう。 
参考文献の①②を使用しながら、夏休み中に自習してください。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日 お昼休み  メディアライブラリー 
水曜日 お昼休み 研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
7/12（月）
１限 
 

ガイダンス 
新版 K 式発達検査 検査項目の理解と検査方法の確
認 

【持参するもの】 
?新版 K 式発達検査（3 台）②実施マニュア
ル（人数分） 
※?②は毎回持参してください。 
【アサインメント】 
8 月 27 日(金）までに 
?第 4 葉が実施できるように練習すること 



?5 歳前後の子ども役を演じられるように準
備すること 
【アサインメント】 
8/31 までに 
テキストの担当部分のレジュメを作成し、科
目担当者を含めた人数分印刷して 8/31
（⽕）に持参すること。 

第 2 回 
7/12（月）
２限 
 

新版 K 式発達検査 検査項目の理解と検査方法の確
認 

 

第 3 回 
8/27（金）1
限 

新版 K 式発達検査 ロールプレイ 

【持参するもの】 
ビデオカメラ 1 台（教務課で借りること） 
【アサインメント】 
8/30（月）までに 
検査者役のときのロールプレイについて、陪
席者の記述とビデオをもとに検査時の様子に
ついて、時系列で文章化すること（A4,２枚
以内）。 
レポートと記録用紙は科目担当者を含めた人
数分印刷して 8/30（月）に持参すること。 

第 4 回 
8/27（金）
２限 

新版 K 式発達検査 ロールプレイ 【持参するもの】 
ビデオカメラ 1 台（教務課で借りること） 

8/27（金）3
限  
 

新版 K 式発達検査 ロールプレイ 

 
【持参するもの】 
ビデオカメラ 1 台（教務課で借りること） 
 

第 6 回 
 8/27（金）
4 限 

新版 K 式発達検査 ロールプレイのふりかえり 
 

【持参するもの】 
ビデオカメラ 1 台（教務課で借りること） 
 

第 7 回 
8/30（月）
１限 
 

新版 K 式発達検査 検査結果の整理 

【持参するもの】 
?レポートと記録用紙を科目担当者を含めた
人数分印刷して持参すること。 
②録画記録 
 

第 8 回 
8/30（月）
２限 
 

新版 K 式発達検査 検査結果の整理 

【持参するもの】 
?レポートと記録用紙を科目担当者を含めた
人数分印刷して持参すること。 
②録画記録。 
 

第 9 回 
8/30（月）
３限 

新版 K 式発達検査 検査結果の整理 

【持参するもの】 
?レポートと記録用紙を科目担当者を含めた
人数分印刷して持参すること。 
②録画記録。 
 

第 10 回 
8/31（⽕）

テキスト輪読 
【持参するもの】 
?テキスト 



１限 ②担当部分のレジュメを人数分印刷して持参
すること。 
【アサインメント】 
9/13（月）までに 
所見を書き終えること。所見は科目担当者分
も含めて人数分印刷し、9/13（月）に持参
すること。 

第 11 回 
8/31（⽕）
２限 

テキスト輪読 
【持参するもの】 
?テキスト 
②レジュメ 

第 12 回 
8/31（⽕）
３限 

テキスト輪読 
【持参するもの】 
?テキスト 
②レジュメ 

第 13 回 
9/13（月）
１限 

所見の添削 

【持参するもの】 
?所見を人数分印刷して持参すること。 
②これまでの配付資料一式。 
 

第 14 回 
9/13（月）
２限 

所見の添削 
【持参するもの】 
?所見を人数分印刷して持参すること。 
②これまでの配付資料一式。 

第 15 回 
9/13（月）
３限 

所見の添削 
【持参するもの】 
?所見を人数分印刷して持参すること。 
②これまでの配付資料一式。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

27002 2.科目名 グループアプローチ特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

グループアプローチとは、個人の心理的治療・教育・成⻑、個人間のコミュニケーションと
対人関係の発展と改善、および組織の開発と変革などを目的として行われるものである。本
授業では、グループアプローチの基礎的知識をおさえたうえで、実際のグループアプローチ
の実践を通して、体験的な学修を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①集団心理療法の特徴について説明できる 
②ベーシック・エンカウンターグループの体験過程について説明できる 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 
1．授業に対するコミットメント（調べ学習・質問・発言など） 40％ 
2．グループアプローチに関するレポート                30％ 
3．エンカウンターグループに関するレポート         30% 

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

第 1 回 オリエンテーション 
授業の概要と進め方について 

 

第 2 回 グループアプローチについて  
第 3 回 サイコドラマ概論  
第 4 回 サイコドラマの実際  
第 5 回 ベーシック・エンカウンター・グループ  
第 6 回 ベーシック・エンカウンター・グループの実践  
第 7 回 オープン・ダイアログ  
第 8 回 オープン・ダイアログの実際  
第 9 回 PCA グループ  
第 10 回 PCA グループの実際  
第 11 回 グループにおけるファシリテーター①  
第 12 回 グループにおけるファシリテーター②  
第 13 回 集団心理療法の特徴①  
第 14 回 集団心理療法の特徴②  
第 15 回 まとめ 最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30011 2.科目名 発達心理学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 大学院 人間行動学研究科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件 専修免許状 11.先修条件 学部の発達心理学 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(遠隔オンライン・オンデマンド） 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
 本科目では、⽣涯発達心理学の⽴場から、乳児期、幼児期、児童期、⻘年前期、⻘年後
期、成人初期、成人中期、成人後期における各発達期の心理的課題と支援のあり方を理解す
ることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標には DP(ディプロマポリシー)の 5 つ、問題発見力、調査分析能力、論
文作成能力、課題解決策能力、コミュニケーション能力が関わる。 
  教職専修免許状を目指す大学院⽣として、授業での課題に自律的に関わり、問題発見
し、その問題について調査分析し、その結果を基に課題解決策への提案をレポートにまと
め、発表する。 
 本科目の学習目標は、以下の 3 つである。 
①多様化する児童⽣徒の各発達期に⽣じやすい心理的課題を説明できる。 
②その心理的課題にどのような要因が関与している可能性があるかについて説明できる。 
③その心理的課題に対してどのような支援が可能かを説明できる。 
 

19.教科書・教材 教科書：発達心理学をアクティブに学ぶ 山本真由美編著 北大路書房 2,200 円＋税、他に
教材として power point(遠隔オンライン：神⼾山手Ｃ発信）と webclass を使用する。 

20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

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

22.コメント 
本授業は、教員が遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 18 日）で実施しますが、受講⽣
は尼崎 C の教室で受講する形式となります。 
 授業は、遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 18 日）で行う。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼
休み 
希望者は、事前にメールで予約を取って欲しい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/11 
 

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

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

第 2 回 
4/18 
 

第 3 章 発達・発達段階・発達心理学研究法 
 

予習：第 3 章(p41-58)を読む。 
復習：レディネスについてあなたの考えをま
とめ、webclass にレポートとして報告す
る。 

第 3 回 第 4 章 発達要因 予習：第 4 章(p59-64)を読む。 



4/25  復習：発達に発達の要因がどのように関係し
ているかをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

第 4 回 
5/2 

第 4 章 発達の一般的傾向 
 

予習：第 4 章(p64-67) を読む。 
復習：発達の一般的 6 つのうち、1 つを取り
上げ、例を挙げてまとめ、webclass にレポ
ートとして報告する。 

第 5 回 
5/9 

第 4 章 発達理論 
 

予習：第 4 章(p67-76)を読む。 
復習：教科書の発達理論の中から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 6 回 
5/16 

第 5 章 身体と運動の発達 
 

予習：第 5 章(p79-90)を読む。 
復習：サルコペニアと動発達との関連性につ
いてあなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 7 回 
5/23 

第 6 章 感覚・知覚・認知発達 
 

予習：第 6 章(p93-104)を読む。 
復習：自己中心性についてあなたの考えをま
とめ、webclass にレポートとして報告す
る。 

第 8 回 
5/30 

第 7 章 注意・記憶の発達 
 

予習：第 7 章(p107-1116)を読む。 
復習：注意と記憶の発達的変化についてあな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

第 9 回 
6/6 

第 8 章 動機づけ・学習の発達 
 

予習：第 8 章（p119-133）を読む。 
復習： マズローの欲求段階説と動機づけの
関連についてあなたの考えをまとめ、
webclass にレポートとして報告する。 

" 
第 10 回 
6/13 
 

第 9 章 言語の発達 
 

予習：第 9 章(p137-144)を読む。 
復習：読み書きの発達と効用についてあなた
の考えをまとめ、webclass にレポートとし
て報告する。 

第 11 回 
6/20 

第 9 章 思考・知能の発達 
 

予習：第 9 章(p144-153)を読む。 
復習：演繹的推論と帰納的推論についてあな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

第 12 回 
6/27 

第 10 章 感情・パーソナリティの発達 
 

予習：第 10 章(p155-169)を読む。 
復習：感情表現認知と虐待の関係についてあ
なたの考えをまとめ、webclass にレポート
として報告する。 
 

第 13 回 
7/4 

第 11 章 コミュニケーション・社会性の発達 
 

予習：第 11 章(p173-187)を読む。 
復習：仲間集団の発達についてあなたの考え
をまとめ、webclass にレポートとして報告
する。 

第 14 回 
7/11 

第 12 章 発達障害 
 

予習：第 12 章(p189-205)を読む。 
復習：発達障害と愛着障害の関係についてあ
なたの考えをまとめ、webclass にレポート



として報告する。 
第 15 回 
7/25 

まとめとテスト 
授業のまとめと最終確認テストを行う。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30012 2.科目名 スクールインターンシップ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫、中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

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

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

授業の概要 
1 院⽣もしくは院⽣の所属する学校が直面している教育実践上の課題について，理論と実
践 
の融合を念頭に，実践と省察を繰り返しながら課題解決を図る実践的研究（アクション・リ 
サーチ）のための事前指導を行う。 
２ インターンシップ実践校での，① 課題確定，② 予備調査，③ 仮説の設定，④ 実 
践研究⑤ 研究結果の分析と検証，研究報告書の作成と言った一連の研究活動の省察をワー 
クショップの手法を用いて協同的に行い，研究論文作成のための中間，事後の指導を行う。 
3 研究の手法 実践的研究（アクション・リ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【本学のベンチマーク】 
１.研究課題遂行能力  レベル 4 
 自ら積極的に研究課題に取り組むことができる。 
２.問題解決能力  レベル 4 
 総合的な視点から課題と目標を把握して解決策を⽴案し、それを実行することができる。 
３.情報処理能力 レベル 4 
 データや現象を正確に解析・分析して考察できる。 
4.プレゼンテーション能力 レベル 3 
 研究成果を効果的に発表することができる。 
5.コミュニケーション能力 レベル 3 
 他の研究者と協力し、協議できる。  
これらのベンチマークを達成するため。本授業は以下の到達目標を定める。 
〇授業の到達目標及びテーマ 
・学校が直面している教育実践上の課題について、理論と実践の融合を念頭に、実践と省察
を繰り返しながら課題解決を図る実践的研究を進める。 
・専門的知識・技能をこの科目より統合し、実践者としての資質能力を伸ばし、学校におけ
る実践的研究のリーダー養成を最終的なねらいとする。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

二杉孝司、藤川大祐、上條晴夫編著：「授業分析の基礎技術」学事出版 2002 
渡辺洋著：『心理・教育のための統計学入門」金子書房 1996 
吉田健正：「大学⽣と大学院⽣のためのレポート・論文の書き方」【第２版】ナカニシヤ出版 
2006 
秋田喜代美/恒吉僚子/佐藤学：教育研究のメソドロジー」東京大学出版会 2006 
柴山真琴：「子どもエスノグラフィー入門」新曜社 2007 



佐藤郁哉：「質的データ分析法」新曜社 2011    
 

21.成績評価 

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

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

第 1 回 
第 2 回 

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

 

第 3 回 
第 4 回 

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

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

第 5 回 
第 6 回 

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

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

第 7 回 
第 8 回 

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

◆ノート PC 必携◆ 



第 9 回 
第 10 回 

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

〇研究テーマの絞り込みを行い，まとめる。
レポート（120 分） 

第 11 回 
第 12 回 

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

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

第 13 回 
第 14 回 

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

〇予備調査のまとめを作成する。レポート
（120 分） 

第 15 回 
第 16 回 

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

 

第 17 回 
第 18 回 

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

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

第 19 回 
第 20 回 

本調査の実施Ⅰ 
?本調査の実施Ⅱ 
 

〇本調査結果をまとめる。レポート（120
分） 

第 21 回 
第 22 回 

?データの収集と分析Ⅰ 
・発話記録やワークシート等質的データによるディス
コース分析 
?データの収集と分析Ⅱ 
・フレームワーク型ワークショップによるディスコー

〇ディスコース分析についてまとめる。レポ
ート（120 分） 



ス分析 
 

第 23 回 
第 24 回 

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

以下全授業◆ノート PC 必携◆ 

第 25 回 
第 26 回 

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

 

第 27 回 
第 28 回 

実践的研究成果の発表Ⅰ  
?実践的研究成果の発表Ⅱ  
  
 

 

第 29 回 
第 30 回 

?実践的研究成果の発表Ⅲ  
?実践的研究全体についての省察  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30013 2.科目名 教育制度学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 教職に関する科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間行動学研究科人間行動学専攻 9.履修学年 1・2 年 

10.取得資格の要件 専修免許取得に際しての選
択科目 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、教育制度の構造を理解し、教育制度をめぐる問題の改善・解決に向けた方
途を考えることを目的とします。 
【概要】 
 学習権の保障を目的として存⽴している教育制度の構造と機能について、関連文献（主と
して『教育制度学研究』の特集テーマ論文や公開シンポジウム、課題別セッション）の検討
を通じて理解を深めていきます。 
 具体的には、次の３点について理解を深めていきます。 
  第 1 に、学習権、義務性、無償性、中⽴性といった教育制度の構造を理解します。 
  第 2 に、教育制度の構造がどのように制度化 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性、(4)問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
 この授業では次の 2 点を身につけることを目標としています。 
(1)関連文献の購読を通じて、教育制度の構造について説明することができます。 
(2)教育制度の構造的理解を踏まえて、既存の教育制度を批判的に捉えるとともに、問題の
改善・解決に向けた方途を提案することができます。 

19.教科書・教材 主に『教育制度学研究』を使用することとし、適宜コピーを配布します。 

20.参考文献 
村田翼夫・上田学編『現代日本の教育課題』東信堂、2013 年 
市川昭午『臨教審以後の教育政策』教育開発研究所、1995 年 

21.成績評価 
次の 2 つに基づいて評価します。 
 ・レジュメ作成 70％ 
 ・ディスカッション 30％ 

22.コメント 関連文献の検討においては、論点および争点となっていることについて、報告者がレジュメ
を作成し、受講者間でディスカッションを行います。積極的な参加が期待されます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション（文献紹介、分担決め等）  

【第 2 回】 【講義】教育制度の基本原理 
○第 3 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 3 回】 教育制度研究の課題 1（研究の意味、制度概念、対象
と課題） 

○第 4 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 4 回】 教育制度研究の課題 2（対象と方法、福祉からみた教
育制度、⽣涯学習と学校制度） 

○第 5 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 



【第 5 回】 ⽣涯学習社会における学校制度のあり方 
○第 6 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 6 回】 学校教育における選択の自由 
○第 7 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 7 回】 人間社会の展望・課題と教育制度改革研究 
○第 8 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 8 回】 変革期における学校教育制度の課題 
○第 9 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 9 回】 教育制度をめぐる関係性 
○第 10 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 10 回】 教育制度における公共性の変容と質の確保 
○第 11 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 11 回】 学校教育制度の意義 
○第 12 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 12 回】 揺らぐ教育の機会均等 
○第 13 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 13 回】 諸外国における教育制度改革の争点 
○第 14 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 14 回】 教育制度のアーティキュレーション 
○第 15 回までに、担当論文や関連文献を読
む。（180 分） 
○発表者はレジュメを作成する。（60 分） 

【第 15 回】 義務教育制度の分権化・弾力化と授業のまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30021 2.科目名 学級経営特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】様々な視点に基づく学級（ホームルーム）経営ついて多面的に考察することを通し
て、現場における実践力の向上を図る。 
【概要】〇議論と対話、思索を通して、柔軟な思考力と多角的な視座を形成するとともに、
リーダーシップの重要な要素であるコミュニケーション能力の向上を図る。 
〇学級経営に係る諸課題とその克服のための方策について考究する。 
・学校は社会的な教育機関であるという特性のため、その社会の変化の影響を少なからず受
ける。そしてそこから⽣じる課題とそれに対応するための柔軟な対応力が必要とされる。現
在学校を取 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標 
① 学級経営の基本概念と研究方法論を知る。 
② 研究課題に沿った、エビデンスと実践での情報収集及び分析を行う。 
③ 学級におけるアセスメントの構造について、困っている子どもたちの特性から説明する
ことができる。 
④ ⽣徒指導上の諸問題について、困っている子どもたちの特性から説明することができ
る。 
⑤ 教科指導と学級経営の課題について、説明することができる。 
⑥ AI や IT 技術に関する STEM（科学・技術・工学・数学）教育の世界と日本の現状につ
いて理解しマネジメントすることができる。 
DP・ベンチマーク 
① 専門分野における専門知識および研究法を理解することができる。 
② 専門分野における主要な分析方法を理解することができる。 
③ 研究課題を企画し遂行することができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

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

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

第 1 回 
 

オリエンテーション 
学級経営とは何か(文科省方針を踏まえて) 

毎回の課題に対して、事前に考察し、文字化
しておく。 
 

第 2 回 学級におけるアセスメント①  
第 3 回 
 

学級におけるアセスメント② 
  

第 4 回 学校園における学級経営の具体的方策①  



 
第 5 回 
 

学校園における学級経営の具体的方策②  

第 6 回 
 

「いじめ」についての理解と対応① ・講義：「いじ
め」の現状と理解 

 

第 7 回 
 

「いじめ」についての理解と対応② ・討議：「いじ
め」をいかに防ぐか？（×いじめを無くす）  

第 8 回 
 

「不登校」についての理解と対応① ・講義：「不登
校」の理解と現状  

第 9 回 
 

「不登校」についての理解と対応② ・討議：「不登
校」をいかに防ぐか？ 

 

第 10 回 
 

⽣徒指導上の諸問題の理解と対応①  ・講義：⽣徒
指導上の諸問題と子どもたちの発達特性、困り感 

 

第 11 回 
 

⽣徒指導上の諸問題の理解と対応②  ・討議：発達
特性に応じた⽣徒指導とは？ 

 

第 12 回 
 保護者対応①  

第 13 回 
 

地域との連携と協働 ・講義：地域連携と学校経営そ
の意義と成果 

 

第 14 回 
 

新たな教育課題を学級経営に活かす① ・講義：AI
や IT 技術に関する STEM（科学・技術・工学・数
学）教育の世界と日本の現状について 

 

第 15 回 
 

新たな教育課題を学級経営に活かす② ・講義：教科
教育や学級経営に活かす自⽴活動の在り方(ふりかえ
りとまとめ） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30022 2.科目名 臨床教育学特論Ⅱ （幼児保育） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

 本授業では，まず発達の基礎理論を学び，胎児期から乳幼児期までの基本的な道すじを理
解します。そのうえで，多様な子どもたちの理解と支援についての基本的な態度と考え方に
ついて学びます。 
近年，乳幼児期からの積極的な発達支援によって，多様な子どものその後の成⻑に大きく貢
献できることが確認されています。早期からの発達支援のための理論についても学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

20.参考文献 関連する参考文献は授業の中で紹介します。 

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

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

第 1 回 オリエンテーション 
授業の概要の説明 

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

第２回 発達理論の基礎：胎児期〜誕⽣ 授業の中で指定します 
第３回 発達理論の基礎：誕⽣〜乳幼児期１ 授業の中で指定します 
第４回 発達理論の基礎：誕⽣〜乳幼児期２ 授業の中で指定します 
第５回 発達理論の基礎：誕⽣〜乳幼児期３ 授業の中で指定します 
第６回 発達理論の基礎：誕⽣〜乳幼児期４ 授業の中で指定します 
第７回 発達の多様性：発達の遅れ 授業の中で指定します 
第８回 発達の多様性：言語・社会性 授業の中で指定します 
第９回 発達の多様性：行動 授業の中で指定します 
第 10 回 発達の多様性：養育環境の影響 授業の中で指定します 
第 11 回 発達の多様性：重複 授業の中で指定します 
第 12 回 実態把握 包括的アセスメント：分析的にとらえる 授業の中で指定します 
第 13 回 包括的アセスメントの実際１ 授業の中で指定します 
第 14 回 包括的アセスメントの実際２ 授業の中で指定します 

第 15 回 包括的アセスメントに基づいた発達支援 
まとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30023 2.科目名 言語習得特論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は次の通りです。 
①複言語主義・複文化主義について説明することができる。多様性理解 
②言語習得についての調査分析を実際に行うことができる。課題発見・課題解決能力 
③言語習得研究の成果を報告書としてまとめることができる。専門的知識・技能の活用力 
複言語化および複文化化が進むグローバル化世界で、スタンダードとなりつつある、EU の
1＋2 の言語政策（L1＋L2×2 すなわち、⺟語に加えて外国語 2 カ国語を教授する EU の言
語政策）は、日本の教育現場でも進行中の、子供たちの多様なニーズ、外国人子女・帰国子
女の増加等、への対応のためのキー・コンセプトである。通常の言語指導から特別支援教育
（特に、インクルーシブ教育）を含めた言語教育・言語習得の諸課題について社会文化的ア
プローチにより考察する。 
 

19.教科書・教材 教科書は受講者と相談したうえで指定する。 

20.参考文献 

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

21.成績評価 
担当時の発表 25%×2 回 
最終レポート 50％ 

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

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

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

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

〇各回の授業におけるふりかえりを行う。 

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

 

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



【第６回】 
第一言語習得と第二言語習得２.  普遍文法と言語
習得装置 

 

【第７回】 

インプット仮説、 
アウトプット仮説、 
インプット・アウトプット相互作用仮説 
 

 

【第８回】 言語習得における二角氷山仮説（Cummins）  

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

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

課題 
最終レポートの題目提出 

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

 

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

 

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

 

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

 

【第 15 回】 

ふりかえり 
  
①実技試験および最終レポートの提出 
 

最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30024 2.科目名 フィールド演習Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 【展開科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 教科書は受講者と相談したうえで指定する場合がある。 

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

21.成績評価 
担当時の発表 25%×2 回 
最終レポート 50％ 

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

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

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

【第 2-4
回】 

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

 

【第 5-6
回】 

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

 

【第 7-8
回】 

インタビューの技術 
・インタビューの技法についての学修  

【第 9-10
回】 

記録する技術 
・フィールドノーツの取り方など 

 

【第 11-12
回】 

記録から分析へ 
・フィールドワークの記録の整理、分析手法 

 

【第 13-14
回】 

伝える技術 
・エスノグラフィーの技法 
 

 



【第 15 回】 
フィールドワークとは 
・中間まとめ 

 

【第 16-27
回】 

フィールドワーク 
・フィールドワークとその検討  

【第 28-30
回】 

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

★最終レポート提出 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30025 2.科目名 教職特別研究特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

教師のおかれている現状と彼らの抱える課題について実証的に考察し、教職について理解を
深めるとともに、今後の学校教育の方向性について検討することができるようになるため
に、教職の意義、教師の役割、職務内容、力量形成、教師を取り巻く教育政策について、文
献購読を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①教職の意義、教師の役割、仕事内容、力量形成のあり方、教師を取り巻く社会的状況につ
いて説明することができる。 
②論文の構造を理解し、それにもとづいたレポートを書くことができる。 
該当する専攻 DP 
①専門知識・技能 ②問題発見力 ④論文作成能力 ⑤課題解決への提案力 ⑥コミュニケ
ーション力 

19.教科書・教材 テキストは使用しない。受講者と相談のうえ、輪読文献は適宜示す。 
20.参考文献 参考書・参考資料等は適宜授業中に紹介する。 

21.成績評価 
担当時の発表 25%×2 回 
最終レポート 50％ 

22.コメント 毎回、課題論文について議論するので、事前にしっかりと課題論文を読んでおきましょう。 
23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業の進め方、評価方法等のガイダンス 
〇次回の論文を読む。なお、次回発表者は発
表の準備を行う。（120 分） 

【第 2 回】 教師のライフヒストリー 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 3 回】 教師の実践的思考とその伝承 〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 4 回】 教職に何がおこっているのか？ 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 5 回】 教師は何を期待されてきたか 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 6 回】 医療化としての「発達障害」 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 7 回】 協働の同僚性としての＜チーム＞ 〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 8 回】 教員集団内における教職アイデンティティの確保戦略 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 9 回】 学校への新しい専門職の配置と教師役割 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 10 回】 「教員の資質低下」という幻想 〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表



者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 11 回】 日本の教師と現代の教員制度改革 〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 12 回】 教師教育改革の課題 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 13 回】 教育改革は本当に必要だったのか 
〇復習と次回の論文を読む。なお、次回発表
者は発表の準備を行う。（120 分） 

【第 14 回】 グローバリゼーションとカリキュラム 

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

【第 15 回】 
これまでの復習と総括 
調査分析結果の発表 

〇復習を行う。（120 分） 
★最終レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30026 2.科目名 発達障害教育特別演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

展開科目 
特別支援教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
実践での分析結果の発表：50％ 
最終レポート ：50％  
 

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

第 1 回 ・オリエンテーション ・授業の進め方 
★次回までに、自身の研究主題にあった発達
障害に関する海外文献を３つ探索し、日本の
論文と比較するための準備 

第 2 回 

・実践体験と分析(1) ・発達障害に関する問題の課題
分析  
      ○海外論文発表① 
 

★実践体験及び調査のためのフィールドを確
保し、課題の分析を行う。 

第 3 回 

・実践体験と分析(2) ・発達障害に関する問題の課題
分析 
      ○海外論文発表② 
 

★実践体験及び調査のためのフィールドを確
保し、課題の分析を行う。 



第 4 回 

・実践体験と分析(3) ・特別支援教育現場での実践報
告と分析 
       ○海外論文発表③ 
 

★実践体験及び調査のためのフィールドを確
保し、課題の分析を行う。 

第 5 回 
・実践体験と分析(4) ・特別支援教育現場での実践  
       ○海外論文発表④ 
 

★実践体験及び調査結果等の報告のまとめを
次回までに行う。 

第 6 回 

・実践体験と分析(5) ・発達障害に関する問題の課題
分析  
      ○海外論文発表⑤ 
 

★実践体験及び調査結果等の報告のまとめを
次回までに行う。 

第 7 回 

・実践体験と分析(6) ・発達障害に関する問題の課題
分析 
       ○海外論文発表⑥ 
 

★実践体験及び調査結果等の中間報告のまと
めを次回までにＰＰＴで準備する。 

第 8 回 

・実践体験と分析(7) ・中間報告 
      ○中間報告会と議論、検討、課題と問題
解決 
 

★実践体験及び調査結果等の中間報告の課題
を受けて準備検討する。 

第 9 回 

・実践体験と分析(8) ・特別支援教育現場での実践報
告  
       ○海外論文発表⑦ 
 

★実践体験及び調査結果等の中間報告の課題
を受けて準備検討する。 

第 10 回 

・実践体験と分析(9) ・特別支援教育現場での実践報
告  
      ○海外論文発表⑧ 
 

★実践体験及び調査結果等の中間報告の課題
を受けて準備検討する。 

第 11 回 

・実践体験と分析(10) ・発達障害に関する問題の課
題分析 
      ○海外論文発表⑨ 
 

★実践体験及び調査結果等の中間報告の課題
を受けて準備検討する。 

第 12 回 

・実践体験と分析(11) ・発達障害に関する問題の課
題分析  
       ○海外論文発表⑩ 
 

★実践体験及び調査結果等の最終報告に向け
て準備検討する。 

第 13 回 ・個人の発表と討議(12) ・分析結果のまとめ 
★実践体験及び調査結果等の最終報告に向け
て準備検討する。 

第 14 回 ・個人の発表と討議(13)  ・分析結果のまとめ 
★実践体験及び調査結果等の最終報告に向け
て準備検討する。 

第 15 回 ・個人の発表と討議(14) ・最終報告  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30031 2.科目名 特別支援教育特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 花熊曉 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

我が国ではいま、誰もが相互に人格と個性を尊重しあい、人々の多様な在り方を相互に認め
合える全員参加型の社会である「共⽣社会」の形成が国家的な目標とされています。そうし
た社会を形成していくためには、学校教育においてインクルーシブ教育システムを構築する
ことが重要であり、そのためには特別支援教育を着実に進めていく必要があります。本授業
ではまず、障がいの捉え方の歴史的変遷と現在の障がいの捉え方の理解をもとに、特別支援
教育が求められた背景と「特殊教育」から「特別支援教育」への移行過程、特別支援教育の
進展過程につい 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ）の (1)  専門的知識・技能、(2) 問題発見力、(5) 
問題解決策への提案力、(7) 倫理観、の学修に関連しています。 
（１） 障がいの捉え方の歴史的変遷と現在の障がいの捉え方（ICF,2002）を述べることが
できる。 
（２） 特別支援教育が求められた背景を説明できる。 
（３） インクルーシブ教育システムの理念と基礎的環境整備、合理的配慮について説明で
きる。 
（４） 特別支援教育の最新の動向について説明できる。 
（５） 特別支援教育の対象児の状態像と支援が必要な領域を述べることができる。 
（６） 学校における特別支援教育の体制づくりの内容と在り方を述べることができる。 
（７） ⻑期的な観点に⽴った支援と移行支援の必要性について説明できる。 
 

19.教科書・教材 特定の教科書は用いません。独自に作成した資料や参考資料を授業の度ごとに配布します。 
20.参考文献 授業の内容に沿って、参考図書を紹介します。 

21.成績評価 

① 授業内の討論 20% 
② 内容理解確認のための小テスト  30% 
③ 小レポート 20% 
④ 最終試験  30%  
 

22.コメント 
 特別支援教育の理念、システム、具体的内容を理解する上での基礎となる授業内容なの
で、特別支援教育に関する基本概念をしっかり把握してください。 

23.オフィスアワー 非常勤講師のためオフィスアワーなし。質問等は、授業時及びメールで受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

◇障がい支援の動向 
 ・講義 ①「障害」の捉え方の歴史的変遷 
      ②いま、障がい支援に求められること 
 ・討論 WHO の国際障害分類（ICIDH）から国際
⽣活機能分類（ICF）への変遷はなぜ⽣じたのか？  
 

 

【第２回】 ◇学校教育の今日的課題  



 ・講義 ①特別支援教育とは 
      ②特別支援教育が求められる背景  
 

【第３回】 
◇「特殊教育」から「特別支援教育」へ 
 ・講義 特別支援教育の歴史  
 

 

【第４回】 

◇特別支援教育の理念とシステム 
 ・講義 ①特別支援教育の理念と意義 
      ②特別支援教育のシステムの全体像 
 ・討論 特別支援教育で何が変わったのか  
 

 

【第５回】 

◇個に応じた支援の展開 その１ 
 ・講義 ①学校における特別な教育ニーズの実態把
握 
      ②個に応じた支援を必要とする子どもの
アセスメント  
 

 

【第６回】 
◇個に応じた支援の展開 その２ 
 ・講義 個別の指導計画の作成(1)  
 

 

【第７回】 
◇個に応じた支援の展開 その３ 
 ・講義 個別の指導計画の作成(2)  
 

 

【第８回】 

◇個に応じた支援の展開 その４ 
 ・講義 個別の教育支援計画の作成 
 ・討論 個別の教育支援計画がなぜ必要なのか  
 

 

【第９回】 

◇個に応じた支援の展開 その５ 
 ・講義 移行支援と就労支援：米国における取組の
紹介 
 ・討論 移行支援と就労支援はなぜ必要なのか  
 

 

【第 10 回】 

◇個に応じた支援の展開 その６ 
 ・講義 移行支援と就労支援：キャリア教育の必要
性  
 

 

【第 11 回】 
◇個に応じた支援の展開 その７ 
 講義 キャリア教育の実際  
 

 

【第 12 回】 
◇各年齢段階における特別支援教育  その１ 
 講義 幼児期の取り組み  
 

 

【第 13 回】 
◇各年齢段階における特別支援教育 その２ 
 ・講義 小学校期の取り組み  
 

 

【第 14 回】 
◇各年齢段階における特別支援教育 その３ 
 ・講義 中学・高校期の取り組み  

 



 

【第 15 回】 
◇まとめ：特別支援教育の今後の課題 
★最終試験  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30032 2.科目名 リスクマネジメント特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、学校園や施設等のリスクマネジメントに関して理解し、防災・防犯に
関しての方策を具体的に提案できる力を身に付けることを目的とする。 
【授業の概要】〇保育園や幼稚園、学校内で様々な被害や事故に遭遇する案件が頻発してい
るが、園や学校としてどのような安全対策を講じているかを検証する。〇問題事案が起こっ
た時に、解決策はどのようにすればよいか、最近の事例を基に防犯対策などを検証する。〇
学校という集団⽣活の場において災害や事故発⽣時の学校と自宅の保護者との連携の取り方
やその訓練方法など、学校での事故等 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はベンチマーク、DP の 
① リスクマネジメントにおける専門知識および研究法を理解することができる。 
② リスクマネジメントにおける主要な分析方法を理解することができる。 
③ 研究課題を企画し遂行することができる。 
（１）学校園･施設等で発⽣するリスクをイメージし、対応策を考えることができる（２）
自然災害発災の状況を理解し、減災の方法について考えることができる（３）阪神･淡路大
震災、東日本大震災の事実を知り、その教訓を伝承しようとする意欲をもつ（４）学校園で
の「いじめ」「体罰」「校内事故」等の今日的課題を捉え、解決方法を協議することができ
る。  
 

19.教科書・教材 特に使用しない。毎回資料を配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 
実践での分析結果の発表：50％ 
最終レポート ：50％ 

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

第 1 回 
〇学校園におけるリスクマネジメントとクライシスマ
ネジメントとは 

次回の事例を調査しておく 

第 2 回 〇安全教育の目標・重点・領域と構造・各領域の内容 次回の事例を調査しておく 
第 3 回 〇⽣活・交通・災害安全に関する内容 次回の事例を調査しておく 
第 4 回 〇パンデミックとリスクマネジメント 次回の事例を調査しておく 
第 5 回 〇リスクマネジメントと心のケア 次回の事例を調査しておく 
第 6 回 〇学校園における安全管理とリスクマネジメント 次回の事例を調査しておく 
第 7 回 〇過去の自然災害に学ぶ防災教育① 次回の事例を調査しておく 
第 8 回 〇過去の自然災害に学ぶ防災教育② 次回の事例を調査しておく 
第 9 回 〇学校事故の事例と対策 次回の事例を調査しておく 

第 10 回 
〇学級における子どもたちの「安全・安心」について
考える① 

次回の事例を調査しておく 

第 11 回 〇学級における子どもたちの「安全・安心」について 次回の事例を調査しておく 



考える② 
第 12 回 〇学級における教師の「安全・安心」について考える 次回の事例を調査しておく 

第 13 回 
〇特別支援教育における「安全・安心」について考え
る 次回の事例を調査しておく 

第 14 回 海外の学校におけるリスクマネジメントの事例 次回の事例を調査しておく 

第 15 回 
〇まとめと課題 ・学校教育におけるリスクマネジメ
ントとは 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30041 2.科目名 人間行動学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

特別な教育ニーズがあり，個に応じた配慮 ・ 支援を必要とする幼児児童⽣徒の教育支援に
あたると 
き，最初に課題となるのが行動面の困難への対応です。「登園・登校しぶり」「集団活動に参
加できない」，「ルールが理解できない」，「友だちとのトラブルが頻発する」といった、大人
から見た「困った行動」は子どもにとってどのような意味があるのでしょうか。本授業で
は、さまざまな子どもの行動について、その理解と支援の基本について学びます。さらに、
LD，ADHD（注意欠如多動症）や ASD（自閉スペクトラム症），DCD（発達性協調運 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の(1)専門的知識 ・ 技能，(2)問題発見
力，（3）調査分析能力，(5)問題解決策への提案力，（6）コミュニケーション能力，(7)倫理
観、の学修に関連しています。 
(1) 行動面の問題の具体像について知る。 
(2) 行動面の問題が⽣じるメカニズムについて述べることができる。 
(3) 応用行動分析の基本的な考え方について説明できる。 
(4) 行動面の問題への基本的な指導について述べることができる。 
(5)  LD，ADHD，ASD，DCD 等の行動上の困難と支援の基本を説明できる。 
(6) 行動面の問題の具体的事例について、支援方法を考えることができる。 

19.教科書・教材 鳥居深雪（2020）改訂 脳からわかる発達障害，中央法規 
20.参考文献 関連する参考文献は授業の中で紹介します。 

21.成績評価 

① 授業内での討論 40% 
② 小レポート 30% 
③ 最終試験（レポート）30% 
 

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

第１回 
オリエンテーション 
「行動面の困難」とは何か 

◆ノートパソコン◆ 
教科書 
第 2 回以降は授業の中で指定します 

第２回 行動面の困難の包括的アセスメント  
第３回 応用行動分析（ABA）の基本  
第４回 脳機能から理解する ADHD のある子どもたち  
第５回 ADHD のある子どもたちへの支援  
第６回 脳機能から理解する ASD のある子どもたち１  
第７回 脳機能から理解する ASD のある子どもたち２  
第８回 脳機能から理解する ASD のある子どもたち３  
第９回 ASD のある子どもたちへの支援  
第１０回 発達障害の重複と関連：LD，DCD 等  



第１１回 ライフサイクルから見た発達障害  
第１２回 子どもの臨床的理解１  
第１３回 子どもの臨床的理解２  
第１４回 子どもの臨床的理解３  

第１５回 授業全体の振り返り 
まとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30042 2.科目名 修士論文指導 3.単位数 8 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

修論のテーマに関する先行研究について年表を作成する。 
テーマを絞り込んで未解決の問題を明確化する。 
先行研究の文献をもとに仮説を検討する。 
仮説を検証する方法（または目的を達成する方法、問題を解明する方法）を絞り込む。 
修論提出までの修論の計画を明確にする。 
データを収集する手続きを記述する。 
手続に従ってデータ収集を行う。 
データの処理計画を⽴案する。 
データ処理をしながら問題と目的、方法を書き始める。 
作成した文章について、校閲、訂正、提出する。 
データの入力と統計処理等を行う。研究の目的に合致した結 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜学習目標＞                                 ＜目
標とするベンチマーク＞ 
１．研究テーマに関する先行研究のレビューをする力をつける。    （①知、②情、③
思、④プ、⑤話） 
２．解明したい問題と目的を絞り込んで明確化する力をつける。    （②
情       ） 
３．目的を達成するための科学的方法論を修得する。          （①知、③
思   ） 
４．科学的なデータを収集する方法を修得する。             （①知、③
思   ） 
５．データを処理し、分析する方法を習得する。              （①知、③
思   ） 
６．処理し、分析したデータを目的に沿って整理する方法を習得する。（①知、③思   ） 
７．整理したデータを問題と目的に照らして解釈し、なぜそのような 
結果が得られたのか、考察する力を修得する。そして、研究上の 
問題点や今後の課題を明確にする力を修得する。   （①知、③思    ） 
８．問題と目的、方法、結果、考察、今後の課題、要約、引用文献 
  の論文構成にしたがって、論理的論文を書く力を修得する。  （③思、④プ、⑤話、
⑥書く ） 
９．与えられた時間内で発表できるプレゼンテーション用パワポの 
 資料と、発表用の原稿をまとめる力を修得する。           （③思、④
プ ） 
１０．原稿を見ないで発表する力を修得する。              （④プ、⑤
話 ） 
１１．質疑に応答する力を修得する。                    （⑤
話     ） 
①知的好奇心、②情報収集／発見力、③思考／判断力、④プレゼンテーション／表現力、⑤



聞く・話す力／意見交換力、⑥論理的な文章を書く力を習得する。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

１．先行研究のレビューがきちんとできているか 
２．問題から目的までの記述が論理的であるか 
３．目的を達成する方法とその記述が適切か 
４．結果の処理は間違いないか 
５．結果の表現方法は適切か 
６．考察は「なぜその結果が得られたか」の論理的説明が先行研究との関連の中で記述され
ているか 
７．まとめ（要約）は、問題と目的、結果、考察が簡潔に記述されているか 
８．引用文献が記載ルールに従って記載されているか 
９．謝辞がきちんと記述されているか 
★論文のレベルが修論として認められるレベルに達しているか 
修士論文 ６ 

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

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

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

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

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

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

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

第 4 回 

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

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



ているのか？もし、 

第 5 回 

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

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

第 6 回 

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

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

第 7 回 

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

 

第 8 回~第
15 回 

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

データ整理 

第 16 回~第
30 回 

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

データのまとめと執筆 

   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30043 2.科目名 人間行動学演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

21.成績評価 

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

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

第１回、第
２回 

オリエンテーション ・授業の進め方 
・海外文献の読み方  
 

研究計画書の作成を進める 

第 3 回、第
4 回 

・個人の発表と討議(1) (2)・特別支援教育学の文献購
読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 5 回、第
6 回 

・個人の発表と討議(3)(4) ・特別支援教育学の文献
購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

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



8 回 購読 する。 
第 9 回、第
10 回 

・個人の発表と討議(7)(8) ・特別支援教育学の文献
購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１1 回、第
1２回 

・個人の発表と討議(9)(10) ・特別支援教育学の文献
購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１3 回、第
14 回 

・個人の発表と討議(11)(12) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１5 回、第
16 回 

・研究計画書の見直しと個人のテーマの確定に関する
指導 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１7 回、第
18 回 

・研究計画書の見直しと個人のテーマの確定に関する
指導 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第１9 回、第
２0 回 

・個人の発表と討議(13)(14) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 2１回、第
22 回 

・個人の発表と討議(15)(16) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 23 回、第
24 回 

・個人の発表と討議(17)(18) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 25 回、第
26 回 

・個人の発表と討議(19)(20) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 27 回、第
28 回 

・個人の発表と討議(21)(22) ・特別支援教育学の文
献購読 

研究内容に関する文献を探し、発表の準備を
する。 

第 29 回、第
30 回 

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

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

30051 2.科目名 教育学特論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子 

5.授業科目の区分 【基礎科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

教育学の領域のうち、人間発達の初期にある子どもを対象とする家庭教育や子育ての問題を
扱います。 
具体的には次の内容を扱います。 
①近代家族及び教育家族の特徴とその成⽴過程 
②現代日本の子どもの育ちの困難の実態とその背景 
③現代日本の幼児・初等教育の実態と問題 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①教育の最初の段階である家庭教育の歴史に関して社会史的な理解ができる。 
②教育家族の成⽴が、現代日本の子どもの育ちの困難とどのように関係しているかを分析で
きる。 
③現代日本の幼児・初等教育の実態と問題を説明し、解決の道筋を示すことができる。 
 

19.教科書・教材 輪読文献を適宜示します。 
 

20.参考文献 参考文献、参考図書は適宜授業中に紹介します。 

21.成績評価 
最終レポート 50％ 
担当時の発表 50％ 
 

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

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

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 

【第２回】 
Ⅰ近代家族とは何か；近代家族とはどのような特徴を
もった家族かを知る 〇輪読文献を読んでくる（240 分） 

【第３回】 Ⅰ近代家族の誕⽣と変化；日本で近代家族がどのよう
に成⽴してきたかを知る 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 

【第４回】 
Ⅰ近代家族と教育家族；日本における近代家族の成⽴
が、教育家族となっていくプロセスを知る 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 

【第５回】 
Ⅰ教育家族の問題；教育家族が現代の教育にどのよう
な影響を与えているかを知る 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 

【第６回】 
Ⅱ現代日本の子どもの育ちの問題の現状を知る（不登
校、少年非行、引きこもり等） 〇輪読文献を読んでくる（240 分） 

【第７回】 
Ⅱ現代日本の子どもの育ちの問題の現状を知る（不登
校、少年非行、引きこもり等） 〇輪読文献を読んでくる（240 分） 

【第８回】 Ⅱ現代日本の子どもの育ちの問題の現状を知る（不登
校、少年非行、引きこもり等） 

〇輪読文献を読んでくる（240 分） 



【第９回】 
Ⅲ現代日本の子どもの育ちの困難に関して情報収集を
行う 

〇ＫＪ法のための情報収集を行う（240 分） 

【第１０
回】 

Ⅲ現代日本の子どもの育ちの困難に関して情報収集を
行う 

〇ＫＪ法のための情報収集を行う（240 分） 
 

【第１１
回】 

Ⅲ現代日本の子どもの育ちの困難に関して情報収集を
行う 

〇ＫＪ法のための情報収集を行う（240 分） 
 

【第１２
回】 

Ⅲ現代日本の子どもの育ちの困難に関して情報収集を
行う 

〇ＫＪ法の結果を整理する（240 分） 

【第１３
回】 

Ⅳ子どもの育ちの困難の解決に、学校教育がどのよう
にかかわることができるかを検討する 

〇ＫＪ法の結果を文章化する（240 分） 

【第１４
回】 

Ⅳ子どもの育ちの困難の解決に、学校教育がどのよう
にかかわることができるかを検討する 

★ＫＪ法結果のレポート提出 
〇ＫＪ法の結果を踏まえ、問題解決方法を考
える（240 分） 
 

【第１５
回】 

Ⅳ子どもの育ちの困難と家庭教育の問題に関するまと
めを行う 

〇最終レポートに向けてまとめを行う（240
分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41001 2.科目名 看護研究方法論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、中島登美子、中島通子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
看護学研究科 
博士前期課程 9.履修学年 大学院１年 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
看護実践を行う上での看護研究の意義を学び、看護実践の開発に向けた研究課題を明確にす
る視点を養う。 
【概要】 
看護学研究の特殊性と倫理性を理解し、研究活動に必要な研究方法を学修する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(3)調査分析
能力・(5)課題解決策への提案力・(6)コミュニケーション能力・(7)倫理観と関連していま
す。 
【学修目標】 
1.看護研究の意義と研究プロセスを説明できる。 
2.因子探索研究・関係探索研究・実験研究の研究デザインを説明できる。 
3.調査方法を説明できる。 
4.研究論文のクリティークができる。 
5.看護研究に必要な倫理的配慮を説明できる。 
 

19.教科書・教材 
D.F.ホーリット、B.F.ハングラー(近藤潤子監訳)、看護研究-原理と方法-、医学書院 
ホロウェイ、ウィラー(野口美和子監訳)、ナースのための質的研究入門 
 

20.参考文献 講義野中で適宜紹介する。 

21.成績評価 

プレゼンテーション３０％ 
課題レポート５０％(授業内容に※印で記載した課題) 
演習２０％ 
 

22.コメント 

各授業内容について担当院⽣を決めます。担当者が文献を検索し資料を作成し、事前に教員
に提出しアドバイスをもらい資料を修正したうえで、授業でプレゼンテーション・質疑応答
をしてください。 
事前学習に真摯に取り組み、研究計画書の作成方法を習得していきましょう。 

23.オフィスアワー 
高見沢恵美子：木曜日 12:10〜13:10 メディアライブラリー 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 
4 月 9 日
(土)3 限 
 

看護研究のプロセス・研究のエビデンスと Evidence-
based practice(EBP)(高見沢) 

 
◇ノートパソコンを持参すること。 
〇5 章 

第２回 国内外のデータベース検索・文献リストの作成(藪本)  



4 月 14 日
(木)3 限 
 
第３回 
4 月 14 日
(木)4 限 
 

国内外のデータベース検索・文献リストの作成(藪本) 〇3 章・27 章 

第４回 
4 月 23 日
(土)3 限 
 

＊研究デザイン①因子探索研究(高見沢) 〇8 章 

第５回 
4 月 28 日
(木)3 限 
 

＊研究デザイン②関係探索研究(高見沢)  

第６回 
5 月 7 日
(土)3 限 
 

＊研究デザイン③実験・準実験研究(高見沢) 〇10 章 

第７回 
5 月 12 日
(木)3 限 
 

＊調査方法(高見沢) 〇15 章･16 章･17 章･18 章 

第 8 回 
5 月 21 日
(土)3 限 
 

＊研究論文のクリティーク(高見沢) 〇26 章 

第９回 
5 月 26 日
(木)3 限 
 

研究計画書作成の基本(高見沢) 〇25 章 

第１０回 
6 月 4 日
(土)3 限 
 

質的研究とは何か (中島(通)) 
１） 質的研究の目指すもの 
２） 定性的データの分析の特徴 
３） 質的研究のプロセス 
 

 

第１１回 
6 月 9 日
(木)2 限 
 

質的研究の質とは (中島(通)) 
１） 言葉の持つ意味と文脈 
２） 質的研究の質は何で決まるのか 
 

 
 

第１２回 
6 月 18 日
(土)3 限 
 

研究における倫理的配慮(中島(通))  
 

〇P673〜P688 

第１３回 
6 月 23 日
(木)3 限 

質的研究のクリティークの実際(中島 (登) )  



 
第１４回 
7 月 2 日
(土)3 限 
 

質的研究のクリティーク方法( 中島 (登))  

第１５回 
7 月 7 日
(木)3 限 
 

質的データの分析(中島(登)  ) 〇P582〜P610 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41002 2.科目名 看護理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松田宣子、蛭子真澄 

5.授業科目の区分 共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
看護現象と理論を結び付け看護観を深めるために必要な看護における基盤となる諸理論を教
授する。さらに、高度看護専門職業人として看護実践を牽引するために求められる看護観の
明確化という課題について考察を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

高度看護専門職業人としての看護学についての知識を深め、研究への基盤を構築する。 

19.教科書・教材 授業前に配布する 
20.参考文献  
21.成績評価 発表や討議の内容（50％）およびレポート提出（50％）を総合して評価する。 

22.コメント 
各種看護理論について関心を持ち、理論の違いを理解し、今後進めていく修士論文の基盤と
して活用する。 

23.オフィスアワー 
松田：センターオフィイスアワー ⽕曜日 昼休み 
蛭子：センターオフィスアワー 水曜日 Ⅲ時間目 
   他研究室在室時は対応可能 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 

◎看護実践の基盤となる看護の諸理論を学修する。 
 看護学とは：池川清子先⽣の「看護」の抄読及び討
議（松田） 
 

池川清子先⽣の「看護」の抄読、「看護学の
科学とは」を事前に読んでくる 
 

2 回目 ２．①オレムの看護理論を抄読する（松田） 
オレムの看護理論の 1 章から 3 勝まで読ん
でくる 

3 回目 ３．②オレムの看護理論の抄読する（松田）  
4 回目 ①ベナーの看護理論を抄読する（松田） ベナーの看護理論を事前に読んでくる 
5 回目 ②ベナーの看護理論を抄読する（松田）  

6 回目 
理論分析に関する英文文献を翻訳し、抄読する（松
田）  

7 回目 
理論分析に関する英文文献を翻訳し、デスカッション
する。（松田）  

8 回目 

１．看護理論を一つ選択し、理論分析する 
２．学んだ看護理論を今後の研究にどのように⽣かす
か討議する 
  （松田） 

 

9 回目 

看護実践に有用と考えられる中範囲理論について学修
し、事例に適用する。 
・自己概念、自己効力感、エンパワーメント、ヘルス
プロモーション 

9〜15 回目：担当蛭子 
アサイメント等については、都度、指示す
る。 

10 回目 看護実践に有用と考えられる中範囲理論について学修
し、事例に適用する。 

 



・自己概念、自己効力感、エンパワーメント、ヘルス
プロモーション 

11 回目 

看護実践に有用と考えられる中範囲理論について学修
し、事例に適用する。 
・自己概念、自己効力感、エンパワーメント、ヘルス
プロモーション 

 

12 回目 

看護実践に有用と考えられる中範囲理論について学修
し、事例に適用する。 
・自己概念、自己効力感、エンパワーメント、ヘルス
プロモーション 

 

13 回目 

看護実践に有用と考えられる中範囲理論について学修
し、事例に適用する。 
・自己概念、自己効力感、エンパワーメント、ヘルス
プロモーション 

 

14 回目 

看護実践に有用と考えられる中範囲理論について学修
し、事例に適用する。 
・自己概念、自己効力感、エンパワーメント、ヘルス
プロモーション 

 

15 回目 

看護実践に有用と考えられる中範囲理論について学修
し、事例に適用する。 
・自己概念、自己効力感、エンパワーメント、ヘルス
プロモーション 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41003 2.科目名 看護倫理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子、谷口由佳、沼本教子、本田真也、松原まなみ、森一恵 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
高度看護専門職業人として人の⽣命と尊厳を守り権利を擁護する上で必要な概念や知識を学
ぶ。そのうえで保健・医療・福祉の様々な場面で起こる倫理的課題・ジレンマを調整できる
能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 患者・家族の人権擁護について説明できる。 
2. 患者・家族の意思決定を支える看護のあり方を検討できる。 
3. 小児・高齢者・⺟性のアドボケイトを事例を通して理解し、倫理的課題・倫理的ジレン
マを解決する方略を検討できる。 
4. 自らの倫理的判断が必要な体験を省察し、支援のあり方を検討できる。 

19.教科書・教材 
宮坂道夫ら(2021), 系統看護学講座別巻 看護倫理、医学書院. 
その他、授業内容に応じて、文献の紹介、資料の配布を行う。 

20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
講義内容への参加度（30％） 
プレゼンテーション（30％） 
課題レポート（40％） 

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

1 

授業展開 及び授業内容 
1.人の⽣命の尊厳と権利の尊重（中島） 
 看護の特性として看護倫理の本質を考究する 
 

 

2 

2. ⽣命倫理、医療倫理、アドボケイトの役割（中
島） 
 ⽣命倫理に関わる人権侵害、医療倫理の四原則、看
護に特徴的な 
 倫理機能について 

 

3 

3. 患者・家族の人権擁護やインフォームドコンセン
ト（森） 
 臨床現場で重視すべき人権擁護と治療の承諾の意味
を探求する 

 

4 

4 患者・家族の意思決定をささえる看護（森）    
 患者が主体である意思決定について、一単位として
の家族の視点 
 から支援する看護を追及する 

 



5 
5 事例を用いた成人の倫理的課題と倫理調整の検討 
(森) 

 

6 
6. 保健・医療・福祉現場で必要な高齢者の人権擁護
（谷口）  

7 

7.保健・医療・福祉現場での高齢者の倫理的課題と課
題に関わる 
 人々の価値観、意図する調整の方向性の検討（谷
口） 

 

8 

8. 事例を用いた高齢者の倫理的課題の解決に向けた
看護の役割、意図 
 する調整の方向性、倫理的課題解決のための方略の
検討（谷口） 

 

9 9. 小児・障がい児とその家族のアドボケイト（中
島） 

 

10 

10.  事例を用いた小児とその家族をアドボケイトす
る支援の在り方の 
 検討 ①倫理的課題と課題に関わる人々の価値観、
意図する調整 
 の方向性の検討（本田） 

 

11 
11. 事例を用いた小児とその家族の支援の在り方の検
討②看護の倫理 
 原則と課題解決のための方略の検討（本田） 

 

12 12.⽣殖医療や⺟性を取り巻く倫理的課題（松原）  

13 
13. 事例を用いた⺟性のアドボケイトの検討①倫理的
課題と課題に関 
 わる人々の価値観、意図する調整の方向性（松原） 

 

14 
14. 事例を用いた⺟性のアドボケイトの検討②看護の
倫理原則と課題 
  解決のための方略の検討（松原） 

 

15 

15. 学⽣が体験した臨床上の倫理的判断を必要とする
場面での体験を 
 振り返り、倫理的課題・倫理的ジレンマを分析し課
題に関わる人  々
 の価値観を理解し、意図する調整の方向性及び課題
を解決するため 
 の方略を検討する。多面的なものの考え方や専門職
者としての規律 
 と態度,責務,倫理的支援の在り方を学修する(中島) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41009 2.科目名 フィジカルアセスメントⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、岡光京子、櫻井信人、山内豊明 

5.授業科目の区分 

共通科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 9.履修学年 大学院 1 年 
10.取得資格の要件 専門看護師共通科目 B 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 看護学研究科 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
複雑な健康問題をもった対象の全身状況について、系統的に診査し臨床看護判断を行うため
に必要な知識を学修する。 
【概要】 
対象の全身状態を知識に基づき理解し、フィジカルアセスメントに必要な技術を習得し、対
象者の身体状態をアセスメントする能力を養う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(6)コミュニ
ケーション能力と関連しています。 
【学修目標】 
1.系統的に診察・検査・症候が説明できる。 
2.系統的なフィジカルアセスメントを行える。 
 

19.教科書・教材 山之内豊明：フィジカルアセスメントガイドブック、医学書院 
20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 

プレゼンテーション３０％ 
課題レポート５０％(各授業内容についての自己学習資料) 
技術演習２０％ 
 

22.コメント 
第 4 回〜第 12 回以外の授業では、各授業内容について担当院⽣を決めます。担当者が文献
を検索し資料を作成し、事前に教員に提出しアドバイスをもらい資料を修正したうえで、授
業でプレゼンテーション・質疑応答をしてください。 

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

第１回 
呼吸器系の診査・検査・症候(高見沢)        
ラーニングコモンズＡ  

第 2 回 心血管系の診査・検査・症候(高見沢)        
ラーニングコモンズＡ 

 

第 3 回 神経系の診査・検査・症候(高見沢)         
ラーニングコモンズＡ 

 

第 4 回 
呼吸器系フィジカルアセスメント(山内)        
スキルスラボ 

 

第 5 回 
呼吸器系フィジカルアセスメント(山内)        
スキルスラボ  

第 6 回 循環器系フィジカルアセスメント(山内)        



スキルスラボ 

第 7 回 循環器系フィジカルアセスメント(山内)       
スキルスラボ 

 

第 8 回 
消化器系フィジカルアセスメント(山内)        
スキルスラボ 

 

第 9 回 
中枢神経系フィジカルアセスメント(山内)      
スキルスラボ  

第 10 回 
脳神経系･感覚器系フィジカルアセスメント(山内) 
スキルスラボ  

第 11 回 腎泌尿器系フィジカルアセスメント(山内)      
スキルスラボ 

 

第 12 回 
筋骨格系フィジカルアセスメント(山内)       
スキルスラボ 

 

第 13 回 
がん患者のフィジカルアセスメント(岡光)     
スキルスラボ 

 

第 14 回 
高齢者のフィジカルアセスメント(沼本)      
スキルスラボ  

第 15 回 精神医学系フィジカルアセスメント(櫻井)     
ラーニングコモンズ A 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41013 2.科目名 統計学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本科目では、看護研究のなかでも基礎的な統計的分析手法の理論的背景についての理解を
深めるとともに、よく利用される分析手法を、SPSS を用いた演習により修得することを目
的とする。 
【概要】 
 政策や対策を実施するためには、「根拠」にもとづくことが重要である。その根拠を導き
出す手法の一つが統計的分析手法である。本科目では、統計学の基礎理論、推定と検定の基
礎とよく利用される手法について演習やディスカッションを交えながら講義を行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 適宜プリントを配付する。 

20.参考文献 

牧本清子 他著 『疫学・保健統計学 第 3 版 (標準保健師講座)』 医学書院 2015 年 
豊田修一・星山佳治・宮崎有紀子『看護師・保健師をめざす人のやさしい統計処理』実教出
版 2020 年 
高木晴良『統計学 第 7 版 (系統看護学講座 基礎分野)』医学書院 2016 年  
杉原左右一「統計学（増補第 3 版）」晃洋書房 

21.成績評価 授業での発言等 50%・・・学修目標１、２ 
レポート 50%・・・学修目標３ 

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

第 1 回 

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

第 1 回の復習 
（目安 90 分） 

第 2 回 

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

第 2 回の復習 
（目安 90 分） 

第 3 回 
事象と確率 
 事象と確率の基本概念について 
 

第 3 回の復習 
（目安 90 分） 

第 4 回 確率変数と確率分布 第 4 回の復習 



 離散型及び連続型の確率変数と確率分布の特徴につ
いて 
 

（目安 90 分） 

第 5 回 
⺟集団と標本 
 ⺟集団と標本の基本概念について 
 

第 5 回の復習 
（目安 90 分） 

第 6 回 
標本分布 
 標本分布の性質について 
 

第 6 回の復習 
（目安 90 分） 

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

第 7 回の復習 
（目安 90 分） 

第 8 回 
推定 
 点推定と区間推定 
 

第 8 回の復習 
（目安 90 分） 

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

第 9 回の復習 
（目安 90 分） 

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

第 10 回の復習 
（目安 90 分） 

第 11 回 
分散分析 
 SPSS による一元配置分散分析の方法 
 

第 11 回の復習 
（目安 90 分） 

第 12 回 
相関分析 
 SPSS による相関分析の方法 
 

第 12 回の復習 
（目安 90 分） 

第 13 回 
回帰分析 
 回帰分析の基本概念 
 

第 13 回の復習 
（目安 90 分） 

第 14 回 
回帰分析 
 SPSS による回帰分析の方法 
 

第 14 回の復習 
（目安 90 分） 

第 15 回 
総括 
 授業全体のまとめ 
 

第 15 回の復習 
最終レポート 
（目安：8 時間） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41214 2.科目名 基礎看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蛭子真澄 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
看護実践の基盤となる看護理論と看護倫理の学びを通して、患者・看護師の相互作用や科学
的根拠に基づいた看護技術、看護過程について体系的に学修する。また、健康現象やその援
助方法など各自の関心と研究課題を明確にするために文献検討、ディスカッションを行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

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

 

看護理論をメタパラダイムにそって、整理・検討す
る。 
看護理論を事例に適用し、分析し、看護の本質を探究
する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41220 2.科目名 急性看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 

療養支援看護学 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 9.履修学年 大学院 1 年 

10.取得資格の要件 
急性・重症患者看護専門看
護師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 看護学研究科院⽣ 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
危機状態にある人をアセスメントし、危機状態の変化の過程に適した援助を危機理論に基づ
いて計画する。 
【概要】 
危機理論および関連する概念から、危機状態にある人の反応と変化の過程について学修す
る。 
さらに、危機理論に基づき危機状態からの回復を促す援助について考察を深める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(3)調査分析
能力・(5)課題解決策への提案力・(6)コミュニケーション能力と関連しています。 
【学修目標】 
1.危機理論および関連する概念から、危機状態にある人の反応と変化の過程を説明できる。 
2.危機理論に基づいて、危機状態からの回復を促す援助を説明できる。 
 

19.教科書・教材 必要時印刷物を配布する。 
20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 
プレゼンテーション ４０％ 
課題レポート ６０％(第 1 回〜第 15 回の授業内容についての資料) 
 

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

23.オフィスアワー 高見沢恵美子：センター木曜日 12:10〜13:10 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 看護のメタパラダイムと看護理論(高見沢)  
第 2 回 看護モデル(高見沢)  
第 3 回 危機理論の実践・研究の変遷と動向(高見沢)  
第 4 回 危機介入(高見沢)  
第 5 回 危機に関連する理論・概念①Stress・Coping(高見沢)  
第 6 回 危機に関連する理論・概念②Stress・Coping(高見沢)  
第 7 回 危機に関連する理論・概念③Loss・Crisis(高見沢)  
第 8 回 急性期看護介入モデルの分析と評価①(高見沢)  
第 9 回 急性期看護介入モデルの分析と評価②(高見沢)  
第 10 回 危機に関連する理論概念④Social Support(高見沢)  



第 11 回 
危機に関連する理論概念⑤Body Image(Self 
Concept)(高見沢) 

 

第 12 回 
危機的な状況にある患者・家族の看護モデルの探求
①(高見沢)  

第 13 回 危機的な状況にある患者・家族の看護モデルの探求
②(高見沢) 

 

第 14 回 
危機的な状況にある患者・家族の看護モデルの探求
③(高見沢) 

 

第 15 回 
危機的な状況にある患者・家族の看護モデルの探求
④(高見沢) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41221 2.科目名 急性看護学援助特論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

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

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

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

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
クリティカル状況にある急性期患者・家族を身体面、心理・社会面から総合的に理解し、患
者・家族のアセスメントと看護援助の在り方、評価の在り方を探求するとともに、患者の状
況に衝撃を受ける家族のアセスメントと看護援助の在り方を探求する。 
【概要】 
急性呼吸障害・循環障害・中枢障害の患者のアセスメントと援助を学修する。さらに、人工
呼吸器、パルンパンピング・人工心肺などの補助循環、PCPS・血液浄化法、低体温療法等
のクリティカル治療管理と患者の援助を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(3)調査分析
能力・(5)課題解決策への提案力・(6)コミュニケーション能力と関連しています。 
１．クリティカル状況にある患者・家族の看護に必要な看護判断、評価方法について理解す
る。 
２．クリティカルケア治療管理を受ける患者・家族に必要な看護援助について理解する。 
 

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

21.成績評価 
課題７０％(第 1 回〜第 15 回の授業内容の資料) 
プレゼンテーション３０％ 

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

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

第１回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（１）(高見沢) 
        急性呼吸障害（１）                
 

 

第２回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（２）(高見沢) 
        急性呼吸障害（２） 
 

 

第３回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（３）(高見沢) 
        急性中枢障害（１）  
 

 



第４回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（４）(高見沢) 
        急性中枢障害（２） 
 

 

第５回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（５）(高見沢) 
        急性循環障害（１） 
 

 

第６回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（６）(高見沢) 
        急性循環障害（２） 
 

 

第７回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（７）(高見沢) 
        援助関係と家族看護（１） 
 

 

第８回 

クリティカル状況にある患者・家族のアセスメントと
援助（８）(高見沢) 
        援助関係と家族看護（２）  
 

 

第９回 

クリティカル治療管理を受ける患者・家族に必要な看
護援助（１）(高見沢) 
        人工呼吸器装着患者の援助（１） 
 

 

第１０回 

クリティカル治療管理を受ける患者・家族に必要な看
護援助（２）(高見沢) 
        人工呼吸器装着患者の援助（２） 
 

 

第１１回 

クリティカル治療管理を受ける患者・家族に必要な看
護援助（３）(高見沢) 
        大動脈内バルーンパンピング装着患
者の援助 
 

 

第１２回 

クリティカル治療管理を受ける患者・家族に必要な看
護援助（４）(高見沢) 
        人工心肺装着患者の援助 
 

 

第１３回 

クリティカル治療管理を受ける患者・家族に必要な看
護援助（５）(高見沢) 
        ＰＣＰＳ装着患者の援助 
 

 

第１４回 

クリティカル治療管理を受ける患者・家族に必要な看
護援助（６）(高見沢) 
        血液浄化法を受ける患者の援助 
 

 

第１５回 
クリティカル治療管理を受ける患者・家族に必要な看
護援助（７）(高見沢)  



         低体温療法を受ける患者の援助 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41223 2.科目名 急性看護学演習 3.単位数 8 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 

療養支援看護学 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 修士論文コース 9.履修学年 １．２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学研究科院⽣ 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性看護学で学修した知識をもとに、急性期患者・家族に必要な看護援助について理解を深
め、自らの研究課題を明確にする。 
【概要】 
国内外の文献を検討し、文献レビュー・クリティーク・プレゼンテーション・ディスカッシ
ョンにより最新の急性看護学に関する研究の動向と課題を明確にする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(3)調査分析
能力・(5)課題解決策への提案力・(6)コミュニケーション能力と関連しています。 
【学修目標】 
1.急性期の患者・家族に必要な看護援助について、文献レビューし文献検討を作成できる。 
2.急性期の患者・家族に必要な看護援助について、研究論文をクリティークできる。 
3.急性看護学に関する文献検討結果に基づき、問題点を指摘し自らの研究疑問を明確にする
ことができる。 
4.学⽣の研究課題に関する文献検討に基づき、急性看護学における援助のあり方を考察する
ことができる。 
 

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

21.成績評価 
プレゼンテーション４０％ 
課題レポート６０％(第 1 回〜第 60 回の授業内容に関する資料) 
 

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

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

第１回〜第
５回 

急性期にある患者・家族に必要な周手術期看護学、ク
リティカルケア看護学、救急看護学などの内容を取り
上げ、文献をクリティークする。 

 

第６回〜第
１０回 

急性期にある患者・家族に必要な周手術期看護学、ク
リティカルケア看護学、救急看護学などの文献をクリ
ティークの結果に基づき、急性看護学における援助を
考察する。 

 

第１１回〜 トータルペインとペインコントロールについて文献を  



第１５回 クリティークする。 

第１６回〜
第２０回 

トータルペインとペインコントロールについて文献に
基づき、急性期患者・家族の苦痛のアセスメントとペ
インコントロール・苦痛を緩和する援助のあり方につ
いて考察を深める。 

 

第２１回〜
第２５回 

代理意思決定、身体拘束、終末期医療の決定など、急
性看護学で領域で起こりやすい倫理的課題と倫理調整
の在り方について学修する 

 

第２６回〜
第３０回 

代理意思決定、身体拘束、終末期医療の決定など、急
性看護学で領域で起こりやすい倫理的課題と倫理調整
の在り方について学修する。 

 

第３１回〜
第３５回 

急性看護学特論及び急性看護学演習での学修をもと
に、学⽣自らの研究課題を焦点化するために、国内外
の文献を検討する。 

 

第３６回〜
第４０回 

学⽣自らの研究課題について、国内外の文献を検討
し、研究の動向と課題を明らかにする。 

 

第４１回〜
第４５回 

学⽣自らの研究課題について、国内外の文献に基づき
研究の動向と課題について文献検討結果をまとめる。 

 

第４６回〜
第５０回 

学⽣自らの研究課題について、国内外の文献に基づき
研究の動向と課題について文献検討を作成する。  

第５１回〜
第５５回 

学⽣の研究課題にそった文献レビュー・クリティー
ク・プレゼンテーションディスカッションにより、急
性看護学における援助のあり方を考察する。 

 

第５６回〜
第６０回 

学⽣の研究課題にそった文献レビュー・クリティー
ク・プレゼンテーションディスカッションにより、急
性看護学における援助のあり方を考察する。 

 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41224 2.科目名 急性看護学演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

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

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学研究科大学院⽣ 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
クリティカル状況にある患者・家族の全人的苦痛を理解し、必要な援助を計画できる能力を
養う。 
【概要】 
疼痛緩和のためのケア、処置の原則、方法、効果判定などについてディスカッションを行い
検討し、チームアプローチの方略について理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(5)課題解決
策への提案力・(6)コミュニケーション能力と関連しています。 
１．クリティカル状況にある患者・家族に⽣じる身体的・心理・社会的苦痛をアセスメント
できる知識を習得する。 
２．クリティカル状況にある患者・家族に⽣じる苦痛を緩和する技術を習得する。 
 

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

21.成績評価 
課題７０％ 
プレゼンテーション３０％ 

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

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

第１回 
   急性重症患者看護専門看護師とクリティカルケ
ア(高見沢) 
 

 

第２回 
クリティカル状況にある患者のトータルペインと看護
援助（１）(高見沢)  

第３回 
クリティカル状況にある患者のトータルペインと看護
援助（２）(高見沢)  

第４回 ペインコントロールの実際と効果判定(高見沢)  
第５回−１
１回 

リティカル状況にある患者・家族の心身の苦痛緩和の
分析についてのディスカッション(高見沢)  

第 12 回−17
回 

クリティカル状況にある患者・家族の心身の苦痛緩和
の援助計画についてのディスカッション(高見沢) 

 

第 18 回−22
回 

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

 



第 23 回−25
回 

クリティカル状況にある患者・家族に実践した心理・
社会的苦痛緩和の援助の評価についてのディスカッシ
ョン(高見沢) 

 

第 26 回 
クリティカル状況にある患者・家族の心身の苦痛緩和
の援助とチームアプローチの在り方についてのディス
カッション(高見沢) 

 

第 27 回 
クリティカル状況にある患者・家族のクリティカル治
療・管理に伴う苦痛の緩和（１）(高見沢・平岡) 

 

第 28 回 
クリティカル状況にある患者・家族のクリティカル治
療・管理に伴う苦痛の緩和（２）(高見沢・平岡) 

 

第 29 回 

クリティカル状況にある患者・家族の心理・社会的苦
痛の緩和（１） 
(高見沢・平岡) 
 

 

第 30 回 
クリティカル状況にある患者・家族の心理・社会的苦
痛の緩和（２）(高見沢・平岡) 

 

   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41226 2.科目名 急性看護学実習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

10.取得資格の要件 専門看護師認定試験受験資
格(急性・重症患者看護) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 看護学研究科博士前期課程大学院⽣ 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
ICU 病棟において、集中治療を受ける患者・家族のケアについて臨地実習を通して全人的な
苦痛を緩和するために必要な実践、調整、コンサルテーション、教育などの能力を養う。 
【概要】 
ICU 病棟において集中治療を受ける苦痛のある患者を受け持ち、患者・家族の差状態をアセ
スメントし、看護計画を⽴案・実施し評価する。実践した援助をケーススタディーにまと
め、よりよい援助について考察する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(5)課題解決
策への提案力・(6)コミュニケーション能力・(7)倫理観と関連しています。 
1．クリティカル期の患者の身体状態について高度な知識に基づいた看護判断・診断ができ
る。 
2．クリティカル期の患者及び家族の全人的な苦痛を緩和するために、高度な看護判断・診
断に基づく看護実践を提供することができる。 
3．看護識者を含むケアの提供者に対して専門看護師相当のものが行っているコンサルテー
ション、調整、教育、研究などの専門職看護師としての役割を理解し、援助を考えることが
できる。 
 

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

21.成績評価 課題７０％ 
プレゼンテーション３０％ 

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

 

1．実習期間：2017 年 7〜8 月 
2．実習施設：神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院・
兵庫医科大学病院・ 
国⽴循環器病研究センター・東宝塚さとう病院 
           ICU・救急 ICU・CCU・HCU 
           クリティカル期 
3．実習体制：実習指導は、教員（高見沢）と専門看
護師または専門看護師相当の者と協力して教育を行
う。 
4．実習方法： 
 1）目標を達成するために、ICU 病棟でクリティカ
ルケアを受けている患者を受け持ち看護を実践する。 

 



 2）必要時、実習中に患者の身体状況、全人的苦
痛、 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41228 2.科目名 急性看護学実習Ⅲ 3.単位数 6 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 急性看護学専門看護師コース 9.履修学年 大学院２年 

10.取得資格の要件 
急性・重症患者看護専門看
護師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 看護学研究科大学院⽣ 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性・重症患者看護専門看護師としての活動に必要な実践、調整、コンサルテーション、倫
理調整、教育、研究などの能力を養う。 
【概要】 
集中治療を受けるクリティカル期およびポストクリティカル期の患者・家族のケアについ
て、臨地で患者を受け持ち患者・家族をアセスメントし必要な援助を計画・実施・評価す
る。実習終了後ケーススタディーを作成し、よりよい看護を検討する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・技能・(2)問題発見力・(3)調査分析
能力・(5)課題解決策への提案力・(6)コミュニケーション能力・(7)倫理観と関連していま
す。 
1．複雑な問題を持つクリティカル期の患者の身体状態について高度な知識に基づいた看護
判断・診断・実践ができる。 
2．クリティカル期の患者及び家族の全人的な苦痛を緩和するために、高度な看護判断・診
断に基づく看護実践を提供することができる。 
3．クリティカル期の患者及び家族が持つ倫理的問題について分析し、多様な価値観を尊重
できる倫理的判断を説明できる。 
4．看護識者を含むケアの提供者に対して専門看護師相当のものとともにコンサルテーショ
ン、調整、倫理調整、教育、研究などの専門職看護師としての役割を実践することができ
る。 
5．実習している ICU・関連するポストクリティカル期の病棟等の集中治療環境を、総合的
に管理する方略を説明できる。 
 

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

21.成績評価 
実習目標の達成度４０％ 
出席状況１０％ 
ケーススタディーの内容５０％ 

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

23.オフィスアワー 高見沢 木曜 12:15〜13:15  ラーニングコモンズ 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
1．実習期間：5 月〜7 月 
2．実習施設：神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院・

 



兵庫医科大学病院・ 
国⽴循環器病研究センター・東宝塚さとう病院 
           ICU・救急 ICU・CCU・HCU   
クリティカル期 
心臓血管外科・心臓内科病棟  ポストクリティカル
期 
           消化器一般外科病棟      
ポストクリティカル期 
           脳神経外科・脳神経内科病棟  
ポストクリティカル期 
3．実習体制：実習指導は、教員（高見沢）と専門看
護師または専門看護師相当の者と協力して教育を 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41230 2.科目名 慢性看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡光京子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】慢性疾患や障がいをもつ人と家族への看護に主として用いられる概念・理論につい
て探求するとともに、実践及び研究への適用について検討する。  
【概要】慢性疾患や障がいをもつ人と家族への看護に主として用いられる病みの軌跡、セル
フケア、自己効力感、患者教育などについて探求し、実践及び研究への適用について検討す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの 1.専門知識・技能、2.問題発見力、3.調査分析
能力、4. 論文作成能力、5.課題解決策への提案力、6.コミュニケーション能力、7.倫理観と
関連しています。 
【学習目標】 
1. 慢性疾患や障がいのある患者とその家族の看護に用いられる概念・理論について説明で
きる。 
2. 慢性疾患や障がいのある患者とその家族の看護の実践及び研究への適用を説明できる。 
 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 適宜、提示します。 

21.成績評価 

1. 各自の課題達成状況（70％） 
2. 学習した以外の理論・概念を一つ取り上げ、慢性看護にどのように適用できるかについ
て考察したレポートを提出（30％） 
 

22.コメント 
各授業内容について担当院⽣を決めます。授業内容でわからないことは積極的に質問し、こ
の科目での学びをもとに主体的に学びを深めていきましょう。この科目の内容は、慢性看護
学演習、特別研究へとつながっていく科目ですので、皆さんの積極的な参加を期待します。 

23.オフィスアワー 岡光京子：センター⽕曜日 12：15〜13：15 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 看護モデルについて  
第 2 回 看護モデルの分析と評価  
第 3 回 
 

慢性看護介入モデルの分析と評価 1-研究論文を用い
て  

第 4 回 
慢性看護介入モデルの分析と評価 2-研究論文を用い
て  

第 5 回 慢性看護介入モデルの分析と評価 3-研究論文を用い
て 

 

第 6 回〜第
15 回 

慢性看護に用いられる概念・理論の理解と分析・評価 
  1.  Stress ＆ Coping, Adaptation  
        2. 危機理論 
        3.  病みの軌跡モデル 
   4.  健康信念モデル 

 



      5. セルフケア理論 
      6. 自己効力理論 
   7. QOL 
        8. 希望 
        9. コンプライアンス・アドヒアランス 
       10. レジリエンス 
       
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41231 2.科目名 慢性看護学演習 3.単位数 8 

4.授業担当教員 岡光京子 

5.授業科目の区分 
療養支援看護学 慢性
看護学 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
慢性看護学で学修した知識をもとに、慢性期患者および家族に必要な看護援助について理解
を深め、自らの研究課題を明確にする。 
【概要】 
国内外の文献を検討し、文献レビュー・ディスカッションなどにより慢性看護学に関する研
究の動向と課題を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの（1）専門的知識・技能、（2）問題発見力、
（3）調査分析能力、（5）課題解決策への提案力、（6）コミュニケーション能力と関連しま
す。 
【学習目標】 
1.慢性期患者・家族に必要な看護援助について、文献レビューし文献検討を作成できる。 
2.文献検討の結果に基づき、問題点を指摘し自らの研究課題を明確にすることができる。 
3.自らの研究課題に関する文献検討に基づき、慢性期看護における援助のあり方を考察する
ことができる。 

19.教科書・教材 演習の中で適宜紹介する 
20.参考文献 演習の中で適宜紹介する 

21.成績評価 
プレゼンテーション（40％） 
課題レポート（60％）（第 1 回〜第 60 回の授業内容に関する資料） 

22.コメント 
各授業内容について担当院⽣を決めます。授業内容でわからないことは積極的に質問し、こ
の科目での学びをもとに主体的に学びを深めていきましょう。この科目の内容は、特別研究
へとつながっていく科目ですので、皆さんの積極的な参加を期待します。 

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

第 1 回〜第
15 回 

・慢性期にある患者および家族に必要な慢性看護学に
関する内容を取り上げて、文献をクリティークする。 
・クリティークの結果に基づき、慢性看護学における
援助について考察する。 

 

第 16 回〜第
30 回 

慢性看護学特論および慢性期看護学演習での学修をも
とに、学⽣自らの研究課題を焦点化するために、国内
外の文献を検討する。 
 

 

第 31 回〜第
45 回 

・学⽣自らの研究課題について、国内外の文献を検討
して、研究の動向と課題を明らかにする。 
・学⽣自らの研究課題について、国内外の文献に基づ
き、研究の動向と課題について文献検討の結果をまと
める。 

 

第 46 回〜第 学⽣の研究課題にそった文献レビュー・クリティ−  



60 回 ク・プレゼンテーション・ディスカッションにより、
慢性看護学における援助のあり方について考察する。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41250 2.科目名 精神看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人 

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

6.必修・ 
選択の区分 

選択（精
神看護が
専門領域
のものは
必須） 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 9.履修学年 1 年次春学期 

10.取得資格の要件 看護学特演科目は 2 科目
（4 単位）以上必要 

11.先修条件 なし 

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

17.授業の目的と概要 

【本授業の目的】 
精神医療の歴史的変遷、精神保健医療福祉制度の動向について理解を深め、看護師に求めら
れる役割、今後の展望について考察することを目的とする。 
【本授業の概要】 
精神医療の歴史的変遷、精神保健医療福祉制度の動向に加え、心の理論やセルフケア理論、
リカバリーなどの概念を学び、支援方法を検討していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 その都度指示します。 
21.成績評価  
22.コメント 自らが調べてまとめ、発表し、議論するスタイルです。頑張りましょう。 
23.オフィスアワー （櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回目 ガイダンス  

２回目 

我が国および欧米の精神障碍者への処遇と精神保健福
祉の歴史・施策の歴史的動向について調べる。そし
て、精神看護における倫理的問題や精神障碍者の人権
擁護について検討する。 

 

３回目 
現在の精神科医療の課題及び今後の展望について、自
分なりにまとめて発表を行う。（ディスカッション） 

〇課題・情報についてまとめてくる。★資料
提出 

４回目 精神力動理論、人間発達論、ストレス対処モデルなど
の基本的理論（講義） 

 

５回目 精神力動理論、人間発達論、ストレス対処モデルなど
の基本的理論（ディスカッション） 

〇事前に授業内容について調べてくる。★資
料提出 

６回目 
セルフケアモデル＜オレム・アンダーウッドモデル＞
の理論について調べる。 

 

７回目 セルフケア理論の事例への適用し、対象者の理解と支
援について検討する。 

〇セルフケア理論についてまとめる。 
★事例へセルフケア理論を適用をし、支援方
法について述べる。（レポート提出） 

８回目 
プロセスレコード（再構成）を用い、ロールプレイを
行うなどして、自己の治療的活用に関する訓練方法を
学ぶ。 

〇理論について事前に本を読みまとめる。★
資料提出 
〇プロセスレコードを書いてくる 



９回目 災害や犯罪による心的外傷について、調べる。  

１０回目 災害や犯罪による心的外傷へのケアについて、調べ
る。 

 

１１回目 まとめの発表、議論 
〇事前に文献等を読み、まとめる。★２につ
いて、課題をまとめたものを提出する 

１２回目 
医学モデルとリカバリー・ストレングスモデルとの違
いについて議論する。  

１３回目 
リカバリー・ストレングスモデルモデルを用いた精神
障害者の地域⽣活支援の方法を検討する。 

〇自分自身の興味のある事例や看護ケアなど
の文献を探しておく。 

１４回目 オープンダイヤローグについて理解する。  
１５回目 学びの発表  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41251 2.科目名 精神看護学演習 3.単位数 8 

4.授業担当教員 櫻井信人 

5.授業科目の区分 療養支援看護学 
6.必修・ 
選択の区分 

選択（精
神看護が
専門領域
のものは
必須） 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科 9.履修学年 
1 年次春学期〜2 年次
秋学期 

10.取得資格の要件 
看護学特演科目は 2 科目
（4 単位）以上必要 11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
精神看護学に関連した研究課題に取り組み、研究の面から精神看護学の社会貢献に寄与す
る。 
【概要】 
精神看護学特論で学修した知識や概念などを活用して、自らの研究課題を明確にするため
に、文献レビュー、クリティーク、プレゼンテーション、ディスカッションを行う。これら
の演習を通して、研究方法を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（2）社会的貢献性、
（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
【精神看護学演習の学習目標】 
自ら自律し、専門的な知識を活用し、課題探求・解決などの研究活動を通じて、社会に貢献
できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 文献、資料および課題の提示を行う。 

21.成績評価 
プレゼンテーション（40％）課題レポート（20％）フィールドワークの成果（20％）最終
レポート（20％）の配分で 4 学期 2 単位ごとに採点し、最終レポートを足して総合的に評価
する。 

22.コメント 
修士論文を取り組む際に必要な研究方法などを学ぶ科目であり、積極的、継続的に取り組ん
でいってください。 

23.オフィスアワー （櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 年春学期 
15 回（90 分
×15 回） 

1．精神看護学に必要な研究方法について学ぶ。 
（研究の依頼、データの収集方法、分析および結果・
報告） 
2．参加観察、グループインタビュー、調査などデー
タを収集方法について学ぶ。 
3．学⽣自らが日頃から感じている看護的課題に関し
て、文献を検索、クリティーク、ディスカッションす
ることによって、看護研究について理解を深める。 

 

1 年秋学期
15 回 
（90 分×15

4．精神看護学特論、および１年春学期の精神看護学
演習での学修をもとに学⽣自らの研究課題を明確にす
る。 

 



回） 5．課題の焦点化するために各内外の文献を検討し、
自身の課題についての概念やこれまでの研究を整理す
る。 
6．倫理的配慮、研究計画⽴案方法を学び、倫理審査
申請書を作成あうる。 

2 年春学期
15 回 
（90 分×15
回） 

7.自己の研究計画にそって、データ収集に向けて準備
する。 
8．データ収集の実施する。 
9．データ分析を始める。 

 

2 年秋学期
15 回 
（90 分×15
回） 

10.データの分析結果を修士論文として、まとめる。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41270 2.科目名 ⺟性看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、齋藤益子、中島通子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 家族支援看護学 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

少子化が進行する我が国において子どもを産み育てｒことを、就業、教育等の多様な⽴場か
ら女性と子どもならびに家族支援に必要な専門的看護援助・教育方法等の看護実践や健康教
育について検討し、社会における保健医療システムの在り方も含め課題を明確にし、専門分
野における教育研究能力を培う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.家族支援看護学分野における課題を説明できる。 
2.学⽣の関心領域の課題に関連する概念や理論について説明できる。 
3.学⽣の関心領域の課題に関する研究の動向をプレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材 適宜、提示します 
20.参考文献 授業内容に応じて文献の紹介、参考資料配布を行う 
21.成績評価 課題レポート 70％、プレゼンテーション 30％ 
22.コメント  
23.オフィスアワー 遠藤 毎月曜日 2 限(メディア) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回 子どもと家族の発達に関する理論的基盤(中島）  
2 回 子どもと家族の発達に関する理論的基盤（2）  

3 回 
子どもと家族の発達に関する研究の動向（１）(中
島）  

4 回 子どもと家族の発達に関する研究の動向(2)(中島）  
5 回 ⺟子関係における成果研究の特性（１）(中島）  
6 回 ⺟子関係における成果研究の特性（２）(中島）  
7 回 女性の健康と家族に関する研究の動向(遠藤）  

8 回 
周産期の⺟子・家族に関する課題の明確化（１） 
(松原） 

 

9 回 
周産期の⺟子・家族に関する課題の明確化（２）(松
原） 

 

10 回 
国内外の周産期医療の現状を概観し、わが国における
周産期医療のあり方と看護(助産)のシステムのあり方
の考察（１）(遠藤） 

 

11 回 
国内外の周産期医療の現状を概観し、わが国における
周産期医療のあり方と看護(助産)のシステムのあり方
の考察（２）(遠藤） 

 

12 回 
研究課題についてのプレゼンテーション(遠藤、松
原、中島）（１） 

 

13 回 

研究課題に基づいて、研究の動向や関連する概念や理
論について 
ディスカッション、プレゼンテーションを繰り返す。
(遠藤、松原、中島） 

 



14 回 同上  

15 回 同上 
レポートの提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41271 2.科目名 助産看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤益子、小河原みゆき、中島通子 

5.授業科目の区分 家族支援看護学 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

少子化の進行しているわが国で、子どもを産み育てることの価値観は低下している現状があ
る。女性たちが自分のライフプランの中で、出産育児を優先的に選択できるような社会の仕
組みを考え、助産学として、女性・妊産婦とその家族への支援のあの方に関する理論を学
び、助産学の⽴場から考察する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.家族支援看護学分野における課題を説明できる。 
2.学⽣の関心領域の課題に関連する概念や理論について説明できる。 
3.学⽣の関心領域の課題に関する研究の動向をプレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材 適宜、提示します 
20.参考文献 授業内容に応じて文献の紹介、参考資料配布を行う 
21.成績評価 課題レポート 70％、プレゼンテーション 30％ 
22.コメント  
23.オフィスアワー 基本的には授業の前後の時間(研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回 
科目ガイダンス 
助産学に関する研究分野の紹介と最近の研究の動向と 
個人の研究テーマに関する紹介(齋藤） 

 

2 回 助産学に関する研究の動向(齋藤) 
自分の研究テーマ関する文献など整理したも
の 
 以下同じ 

3 回 助産学に関する研究の動向（2）(齋藤）  
4 回 ⺟乳育児に関する研究の動向(1)(齋藤）  
5 回 ⺟乳育児に関する研究の動向（2）(齋藤）  
6 回 ⺟子関係・⺟乳育児における研究の特性（1）(齋藤）  
7 回 ⺟子関係・⺟乳育児に関する研究の特性(齋藤）  

8 回 
周産期における助産師業務に関する課題の明確化
（１） 
(小河原） 

 

9 回 周産期における助産師業務に関する課題の明確化
（２）(小河原） 

 

10 回 
国内外の周産期医療の現状を概観し、わが国における
周産期医療のあり方と助産のシステムのあり方の考察
（１）(中島） 

 

11 回 
国内外の周産期医療の現状を概観し、わが国における
周産期医療のあり方と助産のシステムのあり方の考察
（２）(中島） 

 

12 回 研究課題についてのプレゼンテーション(齋藤、中
島、小河原）（１） 

 



13 回 

研究課題に基づいて、研究の動向や関連する概念や理
論について 
ディスカッション、プレゼンテーションを繰り返す。
(齋藤、中島、小河原） 

 

14 回 同上  

15 回 
同上 
レポートの提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

41272 2.科目名 ⺟性・助産看護学演習 3.単位数 8 

4.授業担当教員 遠藤俊子、小河原みゆき、齋藤益子、中島通子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 必修選択 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 大学院博士前期課程 9.履修学年 1-2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件 助産看護学特論選択 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ゼミ形式 遠隔 ZOOM 対応 時に対面 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
助産看護学に関する研究や実践について国内外の資料を基に検討する。 
時に海外との情報交換を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材 その都度提示する 

20.参考文献 

1)セオレティカル・ナーシング 看護理論の開発と進歩 看護の科学者 
2)エビデンスに基づく助産ガイドライン 2020 日本助産学会誌 
3)分娩産褥期の正常と異常 参加婦人科臨床 中山書店 
4)⽣殖医療遺伝カウンセリングマニュアル 中外医学者 
5)妊婦健診マニュアル 医学書院 

21.成績評価 課題に対するプレゼン及び提出レポート 
22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜日〜木曜日のお昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
初回時に年
間予定及び
内容につい
て学⽣と相
談して決定
する。 

初回に学⽣と相談して決定する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

42200 2.科目名 特別研究（修士論文） 3.単位数 8 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 特別研究（修士論文） 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 冬学期 

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

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

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

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

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

1 年春/夏 

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

 

１年秋/冬 

＜研究課題・方法の具体化、研究計画書の作成・研究
倫理審査申請＞ 
研究課題を明確にし、研究デザイン、研究の概念枠組
み、研究方法を検討する。また、研究対象・実施施設

 



に応じて研究の倫理的配慮を具体化する。 
中間報告会を行い研究科教員全員参加のもとで研究計
画及び研究の進行状況について助言・研究計画書の審
査を受け、必要に応じ研究計画書の修正を行う。 
大学・研究実施施設の倫理的審査委員会に申請し、承
認を受ける。調査実施施設に、研究計画書および具体
的倫理的配所に基づき研究計画書を説明し、研究協力
の承諾を得る。 
 

2 年春/夏 

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

 

２年秋/冬 

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

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

42202 2.科目名 特別研究（修士論文） 3.単位数 8 

4.授業担当教員 岡光京子 

5.授業科目の区分 特別研究（修士論文） 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 冬学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

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

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

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

1 年春・夏 

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

 

1 年秋・冬 

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

 



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

2 年春・夏 

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

 

2 年秋・冬 

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

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

42206 2.科目名 特別研究（修士論文） 3.単位数 8 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分 家族支援看護学 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 冬学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 適宜示す 
20.参考文献  

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

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

 
御別的に対応する 
時間などは学⽣の希望により決定する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71000 2.科目名 看護学研究方法論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、今野理恵、中島登美子 

5.授業科目の区分 共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
看護実践を行う上での看護研究の意義を学び、看護上の課題発掘や看護実践の開発に向けた
研究課題を明確にする視点を養う。 
【概要】 
看護学研究の特殊性・倫理性を理解し、研究活動に必要な知識と高度な研究手法を習得す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・能力の修得・(2)問題発見力・(3)課
題解決への提案力・(5)コミュニケーション能力・(7)倫理観と関連しています。 
1.看護研究の意義と研究プロセスを説明できる。 
2.因子探索研究・関係探索研究・実験研究の研究デザインを説明できる。 
3.調査方法を説明できる。 
4.研究論文のクリティークが説明できる。 
5.看護研究に必要な倫理的配慮を説明できる。 

19.教科書・教材 D.F.ポーリット、B.F.ハングラー(近藤潤子監訳),看護研究-原理と方法-,医学書院 
20.参考文献 講義の中で適宜紹介する。 

21.成績評価 課題レポート６０％(4 回〜15 回の各授業内容についての資料) 
プレゼンテーション４０％ 

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

23.オフィスアワー 高見沢：木曜日 12:10〜13:10 メディアライブラリー 
中島： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 
４月 9 日
(土)1 限 

看護研究のプロセス・研究のエビデンスと Evidence-
based practice(EBP)(高見沢恵美子) 

 

第２回 
４月１6 日
(土)1 限 

国内外のデータベース検索・文献リストの作成(今野
理恵) 
 

 

第３回 
４月 16 日
(土)2 限 

システマティクレビュー(今野理恵) 
  
 

 

第４回 
４月２3 日
(土)1 限 

研究デザイン①因子探索研究(高見沢恵美子)  

第５回 4 月
23 日(土)2

研究デザイン②関係探索研究(高見沢恵美子)  



限 
第６回 
５月 7 日
(土)1 限 

研究デザイン③実験・準実験研究(高見沢恵美子)  

第７回 
５月 7 日
(土)2 限 

調査方法(観察法・面接法・質問紙法)(高見沢恵美子)  

第８回 
５月 21 日
(土)1 限 

サブストラクション(高見沢恵美子)  

第９回 
5 月 21 日
(土)2 限 

統計的研究論文のクリティーク(高見沢恵美子)  

第１０回 
６月 4 日
(土)1 限 

看護研究における研究方法の多様性 (中島登美子)  

第１１回 
６月 4 日
(土)2 限 

看護研究における成果変数の捉え方 (中島登美子)  

第１２回 
６月 18 日
(土)1 限 

看護における成果研究 (中島登美子)  

第１３回 
6 月 18 日
(土)2 限 

概念分析における現象の明確化 (中島登美子)  

第１４回 
７月 2 日
(土)1 限 

質的研究における現象の明確化 (中島登美子)  

第１５回 
７月 2 日
(土)2 限 

研究計画書作成と研究に必要な倫理的配慮(高見沢恵
美子) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71002 2.科目名 看護学教育論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、岡田彩子、グレッグ美鈴 

5.授業科目の区分 共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 
看護学教育に必要な知識を身につけ、自分が関心をもつ現象について、理論と実証的研究の
両方から学修することで、現象に対する包括的理解を目指す。このプロセスにおいて、看護
学教育を発展させていく方策を探究する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・能力の修得・(2)問題発見力・(3)課
題解決への提案力・(5)コミュニケーション能力と関連しています。 
1.看護学教育に関わる諸理論を理解し、自分の関心のある現象と関連づける。 
2.自分の関心のある看護学教育に関わる現象について文献検討を行い、研究の必要性を明ら
かにする。 
3.自分が選択した現象について、理論とエビデンスの統合を行う。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 
Billings, D. M. & Halstead, J. A. (2015). Teaching in Nursing: A Guide for Faculty, 5th ed., 
Saunders. 

21.成績評価 課題レポート 60% 
プレゼンテーション 40% 

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

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

第１回 
オリエンテーション、看護学教育の定義 （グレッ
グ） 

 

第２回 
カリキュラム開発・評価、3 つのポリシー （グレッ
グ） 

 

第３回 教授と学習に関する理論（グレッグ）  

第４回 
看護基礎教育における現状と課題、自身の関心のある
現象の検討（グレッグ） 

 

第５回 
看護基礎教育における自身の関心のある現象について
の文献検討 1（グレッグ） 

 

第６回 
看護基礎教育における自身の関心のある現象について
の文献検討 2（グレッグ）  

第７回 自身の関心のある現象についての理論とエビデンスの
整理と体系化（グレッグ） 

 

第８回 
看護専門職の⽣涯学習としての継続教育の現状と課
題、自身の関心のある現象の検討（岡田） 

 

第９回 
看護における⽣涯学習、⽣涯発達とは、変容的学習理
論の検討（岡田） 

 

第１０回 看護における⽣涯学習、⽣涯発達とは、変容的学習理  



論の検討（岡田） 
第１１回 経験からの学習に関する理論の検討（岡田）  
第１２回 看護継続教育の観点からの文献検討（岡田）  
第１３回 看護⽣涯学習の観点からの文献検討（岡田）  

第１４回 自身の関心のある現象に関連する理論を基に文献検討
から得られたエビデンスの整理と体系化（岡田） 

 

第１５回 まとめ：理論とエビデンスの統合（岡田、グレッグ）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71004 2.科目名 療養支援看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)専門知識・能力の修得・(2)問題発見力・(3)課
題解決への提案力(5)コミュニケーション能力と関連しています。 
【目的】 
周手術期看護、クリティカルケア、救急看護、がん看護の視点を重視した専門分野における
研究の最新の動向と課題を明確にする。 
【概要】 
療養⽣活の支援に必要な専門的看護援助・患者教育方法などの看護実践や患者教育について
研究論文について文献レビューを行い、専門分野における教育研究能力を培う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.療養支援看護学分野における課題を説明できる。 
2.学⽣の関心領域の課題に関連する概念や理論について説明できる 
3.学⽣の関心領域の課題に関する研究の動向をプレゼンテーションできる。 

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

21.成績評価 
課題レポート 70%(第 1 回〜第 15 回の授業内容の資料) 
プレゼンテーション 30% 

22.コメント 
関心のあるテーマについて文献検索を行い、最新の研究の動向と今後必要な研究についての
考えをまとめてください。 

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

第１回 
療養支援看護学における理論・概念と研究の動向
①(高見沢恵美子) 

 

第２回 
療養支援看護学における理論・概念と研究の動向
②(高見沢恵美子) 

 

第３回 
クリティカルケアを受ける患者の療養⽣活に関する課
題の明確化①(高見沢恵美子)  

第４回 クリティカルケアを受ける患者の療養⽣活に関する課
題の明確化②(高見沢恵美子) 

 

第５回 周手術期患者の療養⽣活に関する課題①(高見沢恵美
子) 

 

第６回 
周手術期患者の療養⽣活に関する課題②(高見沢恵美
子) 

 

第７回 
救命救急患者の療養⽣活に関する課題 ①(高見沢恵美
子)  

第８回 
救命救急患者の療養⽣活に関する課題② (高見沢恵美
子)  

第９回 がん看患者の療養⽣活に関する課題①(高見沢恵美子)  
第１０回 がん看患者の療養⽣活に関する課題②(高見沢恵美子)  



第１１回 ターミナルケア看護における課題①(高見沢恵美子)  
第１２回 ターミナルケア看護における課題②(高見沢恵美子)  

第１３回 
患者の療養支援に携わる医療従事者の課題の明確化
①(高見沢恵美子)  

第１４回 患者の療養支援に携わる医療従事者の課題の明確化
②(高見沢恵美子) 

 

第１５回 

研究課題についてのプレゼンテーション(高見沢恵美
子) 
学⽣の関心ある課題について、研究の動向と関連する
概念や理論についてプレゼンテーションする。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71005 2.科目名 家族支援看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子、遠藤俊子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 家族支援看護学 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

少子化が進行する我が国において子どもを産み育てｒことを、就業、教育等の多様な⽴場か
ら女性と子どもならびに家族支援に必要な専門的看護援助・教育方法等の看護実践や健康教
育について検討し、社会における保健医療システムの在り方も含め課題を明確にし、専門分
野における教育研究能力を培う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自発的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1.家族支援看護学分野における課題を説明できる。 
2.学⽣の関心領域の課題に関連する概念や理論について説明できる。 
3.学⽣の関心領域の課題に関する研究の動向をプレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材 適宜、提示します 
20.参考文献 授業内容に応じて文献の紹介、参考資料配布を行う 
21.成績評価 課題レポート 70％、プレゼンテーション 30％ 
22.コメント  
23.オフィスアワー 遠藤 毎月曜日 2 限(メディア) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回 子どもと家族の発達に関する理論的基盤(中島）  
2 回 子どもと家族の発達に関する理論的基盤（2）  

3 回 
子どもと家族の発達に関する研究の動向（１）(中
島） 

 

4 回 子どもと家族の発達に関する研究の動向(2)(中島）  
5 回 ⺟子関係における成果研究の特性（１）(中島）  
6 回 ⺟子関係における成果研究の特性（２）(中島）  
7 回 女性の健康と家族に関する研究の動向(遠藤）  

8 回 周産期の⺟子・家族に関する課題の明確化（１） 
(松原） 

 

9 回 
周産期の⺟子・家族に関する課題の明確化（２）(松
原） 

 

10 回 
国内外の周産期医療の現状を概観し、わが国における
周産期医療のあり方と看護(助産)のシステムのあり方
の考察（１）(遠藤） 

 

11 回 
国内外の周産期医療の現状を概観し、わが国における
周産期医療のあり方と看護(助産)のシステムのあり方
の考察（２）(遠藤） 

 

12 回 
研究課題についてのプレゼンテーション(遠藤、松
原、中島）（１） 

 

13 回 研究課題に基づいて、研究の動向や関連する概念や理  



論について 
ディスカッション、プレゼンテーションを繰り返す。
(遠藤、松原、中島） 

14 回 同上  

15 回 同上 
レポートの提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

71006 2.科目名 ⽣活支援看護学特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松田宣子、沼本教子 

5.授業科目の区分 ⽣活支援看護学 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学研究科博士後期課程 9.履修学年 
1 年秋期〜3 年冬期通
年 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義およびプレゼンテーション 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢期を⽣きる人の支援及び公衆衛⽣看護に必要な専門的看護援助に関連する研究論文のレ
ビューを行い、高齢者の心理社会的発達の支援、認知症高齢者の看護、治療や療養の場にお
けるケアの倫理、在宅移行における多職種連携、健康の社会的決定要因、公衆衛⽣看護に関
する健康指標の理解・活用・評価、健康への影響に対する公衆衛⽣看護支援及び結果評価、
政策の⽴案及び評価などの観点から研究課題を明確にし、専門分野における教育研究能力を
培う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．⽣活支援看護学分野における課題を明確にできる。 
２．学⽣の関心領域の課題に対する概念や理論について説明できる。 
３．学⽣の関心領域の課題に対する研究の動向をプレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材 授業内容に応じて文献の紹介、参考資料の配布を行う 
20.参考文献 授業前に配布する 

21.成績評価 課題レポート     70%   
プレゼンテーション 30% 

22.コメント 主体的に取り組むことが必要です 
23.オフィスアワー 松田：センターオフィイスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 研究室 水曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
 

高齢期を⽣きることの理解と看護支援の必要性と課題
を明確にする（沼本） 

 

第 2 回 
高齢期を⽣きることの理解と看護支援の必要性と課題
を明確にする（沼本） 

 

第 3 回 認知症高齢者の看護（沼本）  
第 4 回 認知症高齢者の看護（沼本）  

第 5 回 
治療や療養を必要とする高齢者への看護支援に関する
課題を明確化する（沼本）  

第 6 回 
治療や療養を必要とする高齢者への看護支援に関する
課題を明確化する（沼本）  

第 7 回 在宅移行ケアにおける他職種連携（沼本）  
第 8 回 在宅移行ケアにおける他職種連携（沼本）  
第 9 回 健康の社会的決定要因（松田）  

第 10 回 
公衆衛⽣に関する健康指標の健康への影響と保健師
（看護師）役割（松田）  

第 11 回 公衆衛⽣に関する健康指標の健康への影響と保健師
（看護師）役割（松田） 

 

第 12 回 
公衆衛⽣看護学・教育に関する研究のクリティーク
（松田） 

 

第 13 回 公衆衛⽣看護学・教育に関する研究のクリティーク  



（松田） 

第 14 回 学⽣の研究関心、研究課題に関連した文献をもとにプ
レゼンテーションを行う（沼本） 

 

第 15 回 
学⽣の研究関心、研究課題に関連した文献をもとにプ
レゼンテーションを行う（沼本） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72200 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

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

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

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

22.コメント 

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

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

第１回〜第
６０回 

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

 



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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72203 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

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

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

授業展開及
び授業内容 

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

 

 

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

 



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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72204 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

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

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

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

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

第１回〜第
６０回 

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

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72207 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松田宣子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

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

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

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

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

第１回〜第
６０回 

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

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72209 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

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

 

19.教科書・教材 随時紹介する。 

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

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

研究テーマの検討 
 研究テーマに合わせたこれまでの文献を整理する。 

整理した文献カードおよび文献リストの提出 
 

5-8 回 
10 月 23 日
(土) 1-4 眼 

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

概念分析の結果提出 

9-12 回 
11 月 27 日
(土) 1-4 眼 

論文作成 
 学会誌への投稿論文を作成する 

投稿論文提出 

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

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

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

研究計画書の修正・発表 
 研究計画書を修正を行い発表に向け準備を行う 

修正版の計画書の提出 



31-32 回 
6 月 11 日
(土) 3-4 眼 

研究計画書の最終確認及び提出  

   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72211 2.科目名 特別研究Ⅰ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 授業の中で紹介します 
 

20.参考文献 授業の中で紹介します 

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

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



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72220 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

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

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

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

21.成績評価 

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

22.コメント 

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

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

第 1〜第 60
回 

【授業の進め方】 
1.研究計画書の審査及び研究倫理審査の結果を受け
て、研究実施に向け準備する。 
2.研究計画に従いデータ収集を行う。 
3.得られたデータを分析し、研究目的に基づいて分析
結果をまとめ解釈を深める。 
4.分析結果に基づき、研究目的と意義に沿って考察す
る。 
5.研究を、学位論文として執筆する。 

 



6.研究成果をまとめ、プレゼンテーションする。 
7. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究計
画について記載した報告書を提出し、研究指導教員と
共に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポー
トフォリオに 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72223 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

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

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

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

21.成績評価 

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

22.コメント 

【授業の進め方】 
1.研究計画書の審査及び研究倫理審査の結果を受けて、研究実施に向け準備する。 
2.研究計画に従いデータ収集を行う。 
3.得られたデータを分析し、研究目的に基づいて分析結果をまとめ解釈を深める。 
4.分析結果に基づき、研究目的と意義に沿って考察する。 
5.研究を、学位論文として執筆する。 
6.研究成果をまとめ、プレゼンテーションする。 
7. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究計画について記載した報告書を提出し、
研究指導教員と共に検討する。教員と共に検討した報告書を e ポートフォリオに保存し、自
らの研究活動についてリフレクションを記録し、研究遂行に関する課題を明確にする。 
【研究指導体制】 
1. 研究指導教員と研究補助教員の複数指導体制をとる。 
2. 各年度末に、実施した研究活動と次年度の研究計画について記載した報告書を、学⽣と
共に検討する。指導教員と共に検討した報告書を学⽣が e ポートフォリオに保存し、自らの
研究活動についてリフレクションを行う。 
3. 博士論文中間報告会で実施した研究について報告するため、研究指導教員・研究補助教
員が資料及びプレゼンテーションについて指導する。 
4. 学位論文作成過程において、研究指導教員・研究補助教員が必要に応じて執筆内容の修
正を指導する。 
5. 博士論文発表会で研究成果を報告するため、資料及びプレゼンテーションについて研究
指導教員・研究補助教員が指導する。 



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



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72229 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

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

 
研究計画書の作成と実施及び性かの分析とまとめ 
博士論文の作成  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

72231 2.科目名 特別研究Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜
2023 年度 冬学期 

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

17.授業の目的と概要 

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

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

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

19.教科書・教材 授業の中で紹介します 
 

20.参考文献 授業の中で紹介します 

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

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

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

 

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



1.授業コード 
（ナンバリング） 

7777 2.科目名 評価と実践Ⅰ （シラバス登録用ダミー） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤木清、中嶌康二 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー  
研究室オフィスアワー 
※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先⽣にしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以

☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目
の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」



外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」 



ション・デ
イ＋秋学期 

 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

8888 2.科目名 
仕事とキャリア形成Ⅰ （シラバス登録用ダ
ミー） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清、河内山潔 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 ＜・・担当者ごとに変更 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

9999 2.科目名 評価と実践Ⅱ （シラバス登録用ダミー） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤木清、中嶌康二 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



2022 年春学
期 

開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC201-
A01 

2.科目名 商業簿記 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 ファイナンスの単位を修得済みであること
が望ましい 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
ビジネスの基礎である簿記処理の理解を深めるために、前半では日商簿記検定３級レベルの
内容を学習する。 
【概要】 
ファイナンスで学んだ簿記一巡の仕組みを復習し、より多くの取引に関して仕訳を行い、試
算表、精算表、貸借対照表と損益計算書を作成する。6 月の日商簿記検定の出題形式に合わ
せた形で講義と練習問題を繰り返し、模擬問題や過去問題によって、最近の出題傾向を把握
し、検定の合格を目指す。 後半では、さらに株式会社を想定した簿記処理に関する日商簿
記検定 2 級レベルにステップアップする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（5）専門的知識・技能の活用力の学
修に関連しています 
。 
〇日商簿記検定 2 級の範囲の取引について、仕訳ができる。 
〇試算表が作成できる。 
〇日商簿記検定 3 級の範囲の決算整理事項について、適切な処理ができる。 
〇精算表、貸借対照表、損益計算書が作成できる。 

19.教科書・教材 
桑原知之著「サクッとうかる日商簿記 2 級商業簿記 テキスト+問題集」ネットスクール        
ISBN987-4-7810-1232-2 

20.参考文献 

桑原知之著「サクッとうかる日商簿記 3 級商業簿記 テキスト＋問題集」 ネットスクール 
版 2016 年（ファイナンスのテキスト）                             
検定対策問題集など  
 

21.成績評価 
平常課題 （仕訳問題、試算表、精算表） 30% 
中間試験 30% 
総括試験 40% 

22.コメント 
6 月、11 月、2 月の日商簿記検定を目指す学⽣を対象とする。 
授業中にできる問題数は限られているので、自主的な学習が必要である。 
授業には、必ず電卓を持参すること（電卓以外は不可）。 

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

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
3 級レベルの復習問題 
・個別取引の処理の重要論点確認 

  ◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）    
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 2 回 
試算表の作成① 
・合計試算表、残高試算表の作成 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）    ○完成してい



ない問題を完答する（90 分） 

第 3 回 
試算表の作成② 
・合計残高試算表の作成 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 4 階 
決算手続① 
・決算整理仕訳 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 5 回 決算手続② 
・精算表の作成 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 6 回 決算手続③ 
・損益計算書、貸借対照表の作成 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 7 回 日商 3 級レベルの答案練習① 
・検定模擬問題へのチャレンジ 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 8 回 
日商 3 級レベルの答案練習② 
・検定模擬問題へのチャレンジ 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 9 回 
（中間試験） 決算の総合問題 
・検定問題の解説 

◆電卓◆ 
テキスト p2~p61 を予習する（90 分） 

第 10 回 
個別取引の処理① 
・2 級レベルの前提 
・現金預金・手形・その他の債権・債務・有価証券 

◆電卓◆ 
○中間試験の復習（90 分） 
○完成していない問題を完答する。（90 分） 
テキスト p62〜p87 を予習する。（90 分） 

第 11 回 
個別取引の処理② 
・固定資産 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 
テキスト p88〜p107 を予習する。（90 分） 

第 12 回 個別取引の処理③ 
・商品売買 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 
テキスト p108〜p165 を予習する。（90 分） 

第 13 回 
個別取引の処理④ 
・株式の発行、合併、剰余金の処分、税金、引当金 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）     
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 14 回 2 級レベルの個別取引の処理まとめ 
◆電卓◆  
総括試験の準備（240 分） 

第 15 回 ・総括試験（日商簿記 2 級レベルの仕訳問題と 3 級
レベルの決算問題） 

◆電卓◆ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC201-
M01 

2.科目名 商業簿記 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 ファイナンスの単位を修得済みであること
が望ましい 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、ビジネスの基礎である簿記処理の理解を深めることを目的とします。 
【概要】最初に、日商簿記検定３級レベルの内容を復習します。具体的には、ファイナンス
で学んだ簿記一巡の仕組みを復習し、より多くの取引に関して仕訳を行い、試算表、精算
表、貸借対照表と損益計算書を作成します。6 月の日商簿記検定の出題形式に合わせた形で
講義と練習問題を繰り返し、模擬問題や過去問題によって、最近の出題傾向を把握し、検定
の合格を目指します。次に、株式会社を想定した簿記処理に関する日商簿記検定 2 級レベル
にステップアップ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に
関連しています。 
①日商簿記検定 2 級の範囲の取引について、仕訳ができる。 
②試算表が作成できる。 
③決算整理事項について、適切な処理ができる。 
④精算表、貸借対照表、損益計算書が作成できる。 

19.教科書・教材 
桑原知之著「サクッとうかる日商２級 商業簿記 テキスト【第 2 版】」ネットスクール出版 
ISBN：9784781012445 

20.参考文献 
桑原知之著「サクッとうかる日商簿記 3 級商業簿記テキスト」 ネットスクール 版（2021
年度ファイナンスのテキスト）                             
検定対策問題集など 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・平常課題（第 7 回、第 15 回を除く各授業回）（仕訳問題、試算表、精算表など）・・・30
点（学習目標①、②、③、④に対応） 
・中間試験（第 7 回）・・・30 点（学習目標①、②に対応） 
・総括試験（第 15 回）・・・40 点（学習目標①、②、③、④に対応） 
※総括試験を受験することが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
6 月、11 月、2 月の日商簿記検定の受験を推奨する。 
授業中にできる問題数は限られているので、自主的な学習が必要である。 
授業には、必ず電卓を持参すること（電卓以外は不可）。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜日３限 
センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日３限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/12 

ディスカッション「個別取引の処理の重要論点確認」 
・3 級レベルの復習問題 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）    
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 2 回 
4/19 

グループワーク「試算表の作成」 
・合計試算表、残高試算表の作成 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 



第 3 回 
4/26 

ディスカッション「決算手続について」 
決算手続① 
・精算表の作成 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 4 回 
5/10 

グループワーク「損益計算書、貸借対照表の作成」 
・決算手続② 

◆電卓◆ 
○復習問題（60 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 
○テキスト第 1 章を予習する（60 分） 

第 5 回 
5/17 

個別取引の処理①（2 級レベル） 
・現金と預金 

◆電卓◆ 
○復習問題（60 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 
○テキスト第 2 章を予習する（60 分） 

第 6 回 
5/20 

個別取引の処理② 
・商品売買取引 

◆電卓◆ 
○完成していない問題を完答する（90 分） 
○中間試験の準備（270 分） 

第 7 回 
5/31 

中間試験 
・日商 3 級レベルの決算総合問題 

◆電卓◆ 
○テキスト第 3 章を予習する（60 分） 

第 8 回 
6/7 

個別取引の処理③ 
・手形取引 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 9 回 
6/14 

個別取引の処理④ 
・その他の債権・債務取引 

◆電卓◆ 
○復習問題（60 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 
○テキスト第 4 章を予習する（60 分） 

第 10 回 
6/21 

個別取引の処理⑤ 
・固定資産取引 

◆電卓◆ 
○復習問題（60 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 
○テキスト第 5 章を予習する（60 分） 

第 11 回 
6/28 

個別取引の処理⑥ 
・有価証券取引 

◆電卓◆ 
○復習問題（60 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 
○テキスト第 7 章を予習する（60 分） 

第 12 回 
7/5 

個別取引の処理⑦ 
・引当金 

◆電卓◆ 
○復習問題（60 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 
○テキスト第 8 章を予習する（60 分） 

第 13 回 
7/12 

純資産会計 
・株式の発行、合併、剰余金の処分、税金 

◆電卓◆ 
○復習問題（120 分）      
○完成していない問題を完答する（90 分） 

第 14 回 
7/19 

ディスカッション「2 級レベルの個別取引の処理まと
め」 

◆電卓◆  
総括試験の準備（240 分） 

第 15 回 
7/26 

・総括試験（日商簿記 2 級レベルの仕訳問題と 3 級
レベルの決算問題） 

◆電卓◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC301-
A01 

2.科目名 原価会計 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

必須ではないが、ファイナンス、商業簿記
の単位を習得済みであることが望ましい。
あるいは、日商簿記検定 3 級を合格済みで
あることが望ましい。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
企業の経営管理を適正に行うために、製品やサービスに関する正確な原価情報は、非常に重
要である。原価を計算する目的は、経営意思決定、予算編成・管理、財務諸表作成など多岐
にわたるが、原価計算の実践は、原価の要素を分類、即て、集計、分析する一連の手続きで
ある。  
【概要】 
日商簿記検定 3 級程度の商業簿記を復習したのち、日商簿記検定 2 級程度の工業簿記を学習
する。そのため、製品の製造原価を計算する手法について学修した上で、個別原価計算、総
合原価計算、標準原価計算、直接原価計算など目的に応じた原価の計算を学習 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
〇製品やサービスの原価を適切に計算する方法と手続きを実践できる。 
〇経営管理上の目的に応じて、適切な原価計算を利用できる。 

19.教科書・教材 

岡本清・廣本敏郎編著 『検定簿記講義／２級工業簿記』 中央経済社  
ISBN:978-4-502-89553-1 
(学内での教科書販売時に必ず入手すること） 
その他、必要に応じてプリントを配布する予定である。 

20.参考文献 

山本・小倉・尾畑・小菅・中村編著『スタンダードテキスト管理会計論』中央経済社 
野口由美子著『初めてでもよくわかる原価計算』日本実業出版社 
岡本清著『原価計算（六訂版）』国元書房 
その他、授業時に適宜指示する。 

21.成績評価 

課題提出：20% 
中間試験①：15% 
中間試験②：25% 
総括試験：40%（学習目標①②） 

22.コメント 

日商簿記検定 3 級レベルの商業簿記に関する理解が不可欠である。同程度の学習歴を前提に
授業運営がなされることを理解し、理解が不十分な場合は授業前に相応の準備することを求
める。また、毎時計算問題を課す予定であり、そのために授業には必ず電卓を携行するこ
と。 

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

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 講義の進め方、達成目標、評価方法につ
いて説明する。 

○復習としてテキスト pp.1〜8 を読む。（60
分） 



第 1 章 工業簿記とは何か（テキスト pp.1〜8） 
製造企業における経営活動の特徴、工業簿記と原価計
算、原価計算について学習する。 

○予習として、テキスト pp.9〜24 を読み、
わからないところをチェックする。（60 分） 

第 2 回 
第 2 章 工業簿記のしくみ（テキスト pp.9〜24） 
工業簿記の勘定科目とその記入法、帳簿組織、工業簿
記の決算と財務諸表について学習する。 

○復習としてテキスト pp.9〜24 を読む。
（60 分） 
授業時に終了していない問題があれば宿題と
して取り組む。 
○予習として、テキスト pp.25〜43 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 3 回 
第 3 章 材料費計算（テキスト pp.25〜43） 
材料費の定義と分類、材料購入の計算と記帳、材料費
の計算と記帳について学習する。 

○復習としてテキスト pp.25〜43 を読む。
(60 分) 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.44〜56 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 4 回 
第 4 章 労務費計算（テキスト pp.44〜56） 
労務費の定義と分類、支払賃金の計算、消費賃金の計
算、労務費の記帳などについて学習する。 

○復習としてテキスト pp.44〜56 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.57〜64 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 
○次回、中間試験①を実施予定。これまでの
復習をする。 

第 5 回 

第 5 章 経費計算（テキスト pp.57〜64） 
経費の定義と分類、経費の計算と記帳について学習す
る。 
中間試験①を実施。（20 分程度） 

○復習としてテキスト pp.57〜64 を読む。
(60 分) 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.65〜79 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 6 回 

第 6 章 製造間接費計算（テキスト pp.65〜79） 
製造間接費の定義、製造間接費の製品への配賦、固定
予算と変動予算、配賦差異の原因分析などについて学
習する。 

○復習としてテキスト pp.65〜79 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.80〜95 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 
○中間試験①を返却。答案を見直し、完答状
態にして再提出する準備を行う。 

第 7 回 

第 7 章 部門別計算（テキスト pp.80〜95） 
部門費計算の意義と目的、原価部門の設定、部門費の
集計、部門個別費と部門共通費、補助部門費の製造部
門への配賦について学習する。 

○復習としてテキスト pp.80〜95 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.96〜111 を読
み、わからないところをチェックする。（60



分） 

第 8 回 

第 8 章 個別原価計算（テキスト pp.96~111） 
個別原価計算の意義、製造指図書と原価計算表、個別
原価計算の方法、個別原価計算の記帳などについて学
習する。 

○復習としてテキスト pp.96〜111 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.112〜139 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 9 回 

第 9 章 総合原価計算（テキスト pp.112〜139） 
総合原価計算の特徴、月末仕掛品原価と完成品総合原
価の計算、総合原価計算の記帳などについて学習す
る。 

○復習としてテキスト pp.112〜139 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.140〜158 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分）  
○次回、中間試験②を実施予定。これまでの
総体的な復習をする。 

第 10 回 

第 10 章 標準原価計算（テキスト pp.140〜159） 
標準原価計算の意義・手続き、原価標準の設定と標準
原価カード、標準・実際原価の差異計算などについて
学習する。 
中間試験②を実施。（20 分程度） 

○復習としてテキスト pp.140〜159 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。  
○予習として、テキスト pp.160〜175 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 11 回 

第 11 章 原価・営業量・利益関係の分析（テキスト
pp.160〜175） 
CVP 分析の意義、CVP 図表、CVP 分析の基本公式、
貢献利益概念などについて学習する。 

○復習としてテキスト pp.160〜175 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。  
○予習として、テキスト pp.176〜185 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分）  
○中間試験②を返却。答案を見直し、完答し
て再提出する準備を行う。 

第 12 回 
第 12 章 原価予測の方法（テキスト pp.176〜185） 
原価態様による分類、費目別精査法、高低点法につい
て学習する。 

○復習としてテキスト pp.175〜185 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。  
○予習として、テキスト pp.186〜204 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 13 回 

第 13 章 直接原価計算（テキスト pp.186〜204） 
直接原価計算の意義・目的・方法、期間損益計算の改
善、実際 配賦と予定配賦、CVP 分析などについて学
習する。 

○復習としてテキスト pp.186〜204 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、特殊原価調査について指示さ
れた文献を読み、わからないところをチェッ
クする。（60 分） 

第 14 回 原価計算と意思決定（配布プリント） これまでの学習を総括する。  



差額原価概念を用いた意思決定、設備投資の経済性計
算（非 DCF 法）などについて学習する。 

○復習として配布プリントを読む。 授業時
に終了していない問題があれば宿題として取
り組む。（60 分） 
○次回実施予定の期末試験の準備を行う。
（180 分） 

第 15 回 
総括試験を実施する。 
これまでの学習について、総括する。  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ACC301-
M01 

2.科目名 原価会計 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

必須ではないが、ファイナンス、商業簿記
の単位を習得済みであることが望ましい。
あるいは、日商簿記検定 3 級を合格済みで
あることが望ましい。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、経営管理に必要な知識を身につけることを目的とします。 
【概要】企業の経営管理を適正に行うために、製品やサービスに関する正確な原価情報は、
非常に重要です。原価を計算する目的は、経営意思決定、予算編成・管理、財務諸表作成な
ど多岐にわたりますが、原価計算の実践は、原価の要素を分類、即て、集計、分析する一連
の手続きです。本授業は、原価の構成を理解し、複数の原価計算を実践できるようになるた
めの学習となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に
関連しています。 
本科目の学習目標はつぎのとおりです。 
①製品やサービスの原価を適切に計算する方法と手続きを実践できる。 
②経営管理上の目的に応じて、適切な原価計算を利用できる。 

19.教科書・教材 

岡本清・廣本敏郎編著 『検定簿記講義／２級工業簿記＜2022 年度版＞』 中央経済社  
ISBN:9784502845536 
(学内での教科書販売時に必ず入手すること） 
その他、必要に応じてプリントを配布する予定である。 

20.参考文献 

山本・小倉・尾畑・小菅・中村編著『スタンダードテキスト管理会計論』中央経済社 
野口由美子著『初めてでもよくわかる原価計算』日本実業出版社 
岡本清著『原価計算（六訂版）』国元書房 
その他、授業時に適宜指示する。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・課題提出（第 7 回、第 8 回、第 9 回、第 10 回、第 13 回）・・・20 点（学習目標①に対
応） 
・中間試験①・・・15 点（学習目標①に対応） 
・中間試験②・・・25 点（学習目標②に対応） 
・総括試験・・・40 点（学習目標①、②に対応） 
※総括試験の受験が単位認定の前提となります。 

22.コメント 

日商簿記検定 3 級レベルの商業簿記に関する理解が不可欠である。同程度の学習歴を前提に
授業運営がなされることを理解し、理解が不十分な場合は授業前に相応の準備することを求
める。 
また、毎時計算問題を課す予定であり、そのために授業には必ず電卓を携行すること。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・3 限 
センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日・3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 ガイダンス 講義の進め方、達成目標、評価方法につ ○復習としてテキスト pp.1〜8 を読む。（60



4/12 いて説明する。 
第 1 章 工業簿記とは何か（テキスト pp.1〜8） 
製造企業における経営活動の特徴、工業簿記と原価計
算、原価計算について学習する。 

分） 
○予習として、テキスト pp.9〜24 を読み、
わからないところをチェックする。（60 分） 

第 2 回 
4/19 

第 2 章 工業簿記のしくみ（テキスト pp.9〜24） 
工業簿記の勘定科目とその記入法、帳簿組織、工業簿
記の決算と財務諸表について学習する。  
 

○復習としてテキスト pp.9〜24 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.25〜43 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 3 回 
4/26 

第 3 章 材料費計算（テキスト pp.25〜43） 
材料費の定義と分類、材料購入の計算と記帳、材料費
の計算と記帳について学習する。 
 

○復習としてテキスト pp.25〜43 を読む。
(60 分) 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.44〜56 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 4 回 
5/10 

第 4 章 労務費計算（テキスト pp.44〜56） 
労務費の定義と分類、支払賃金の計算、消費賃金の計
算、労務費の記帳などについて学習する。 
 

○復習としてテキスト pp.44〜56 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.57〜64 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 
○次回、中間試験①を実施予定。これまでの
復習をする。 
 

第 5 回 
5/17 

第 5 章 経費計算（テキスト pp.57〜64） 
経費の定義と分類、経費の計算と記帳について学習す
る。 
中間試験①を実施。（20 分程度） 
 

○復習としてテキスト pp.57〜64 を読む。
(60 分) 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.65〜79 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 6 回 
5/24 

第 6 章 製造間接費計算（テキスト pp.65〜79） 
製造間接費の定義、製造間接費の製品への配賦、固定
予算と変動予算、配賦差異の原因分析などについて学
習する。 
 

○復習としてテキスト pp.65〜79 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.80〜95 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 
○中間試験①を返却。答案を見直し、完答状
態にして再提出する準備を行う。 

第 7 回 
5/31 

第 7 章 部門別計算（テキスト pp.80〜95） 
部門費計算の意義と目的、原価部門の設定、部門費の
集計、部門個別費と部門共通費、補助部門費の製造部
門への配賦について学習する。  

○復習としてテキスト pp.80〜95 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 



 ○予習として、テキスト pp.96〜111 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 
課題提出 

第 8 回 
6/7 

第 8 章 個別原価計算（テキスト pp.96~111） 
個別原価計算の意義、製造指図書と原価計算表、個別
原価計算の方法、個別原価計算の記帳などについて学
習する。 
 

○復習としてテキスト pp.96〜111 を読む。
（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.112〜139 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 
課題提出 

第 9 回 
6/14 

第 9 章 総合原価計算（テキスト pp.112〜139） 
総合原価計算の特徴、月末仕掛品原価と完成品総合原
価の計算、総合原価計算の記帳などについて学習す
る。 
 

○復習としてテキスト pp.112〜139 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、テキスト pp.140〜158 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分）  
○次回、中間試験②を実施予定。これまでの
総体的な復習をする。 
課題提出 

第 10 回 
6/21 

第 10 章 標準原価計算（テキスト pp.140〜159） 
標準原価計算の意義・手続き、原価標準の設定と標準
原価カード、標準・実際原価の差異計算などについて
学習する。 
中間試験②を実施。（20 分程度） 
 

○復習としてテキスト pp.140〜159 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。  
○予習として、テキスト pp.160〜175 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 
課題提出 

第 11 回 
6/28 

第 11 章 原価・営業量・利益関係の分析（テキスト
pp.160〜175） 
CVP 分析の意義、CVP 図表、CVP 分析の基本公式、
貢献利益概念などについて学習する。 
 

○復習としてテキスト pp.160〜175 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。  
○予習として、テキスト pp.176〜185 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分）  
○中間試験②を返却。答案を見直し、完答し
て再提出する準備を行う。 

第 12 回 
7/5 

第 12 章 原価予測の方法（テキスト pp.176〜185） 
原価態様による分類、費目別精査法、高低点法につい
て学習する。 
 

○復習としてテキスト pp.175〜185 を読
む。（60 分） 
 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。  
○予習として、テキスト pp.186〜204 を読
み、わからないところをチェックする。（60
分） 

第 13 回 
7/12 

第 13 章 直接原価計算（テキスト pp.186〜204） 
直接原価計算の意義・目的・方法、期間損益計算の改

○復習としてテキスト pp.186〜204 を読
む。（60 分） 



善、実際 配賦と予定配賦、CVP 分析などについて学
習する。 
 

 授業時に終了していない問題があれば宿題
として取り組む。 
○予習として、特殊原価調査について指示さ
れた文献を読み、わからないところをチェッ
クする。（60 分） 
課題提出 

第 14 回 
7/19 

原価計算と意思決定 
差額原価概念を用いた意思決定、設備投資の経済性計
算（非 DCF 法）などについて学習する。 

これまでの学習を総括する。  
○復習として配布プリントを読む。 授業時
に終了していない問題があれば宿題として取
り組む。（60 分） 
○次回実施予定の期末試験の準備を行う。
（180 分） 

第 15 回 
7/26 

総括試験を実施する。 
これまでの学習について、総括する。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ANT102-
Y01 

2.科目名 文化人類学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学⽣）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
⽣） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

前半では異文化理解の基礎となる文化相対主義の視点を、後半では現代における文化や⺠
族、宗教の解読に不可欠な構築主義の視点を学びます。 
授業にあたっては、私自身のニューギニア調査など遠い異文化の事例と、ポップカルチャー
などみなさんに身近な自文化の事例を同等に取り上げ、同じ理論で分析していくことで、そ
れらが地続きの世界の事象であることを示したいと考えています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（3）多様性の理解と（2）問題解決力の学修に関連していま
す。 
①文化を体系的にとらえるための諸理論を説明することができる 
②文化の変化をとらえるための諸理論を説明することができる 
③それらの理論を使い、様々な文化的事象を分析することができる 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業ガイダンス ― 授業概要、成績評価について、期
末レポートについて、文化の定義について 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 
不思議の国の昼休み ― 相対主義編１：自文化の相対
化と異文化理解 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 人類はイネ科植物に支配されている？ ― 相対主義編
２：文化の多様性とそれに対する初期の理論 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 
狩猟採集⺠は原始人なのか？ ― 相対主義編３：初期
理論の問題点 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 
お父さんのいない島 ― 相対主義編４：参与観察型フ
ィールドワークのはじまり 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 
父を弔うための冗談 ― 相対主義編５：参与観察がも
たらした新しい文化観 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 
魂を落とした話を理解する ― 相対主義編６：文化シ
ステムと異文化理解 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 8 回】 「正義の味方」は異文化理解に失敗する ― 相対主義
編７：文化相対主義と多文化主義 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 



【第 9 回】 
そうだ、カッパのせいにしよう ― 構築主義編１：文
化変化のメカニズムと解釈理論 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 10 回】 
日本の寿司とアメリカの SUSHI ― 構築主義編２：
解釈を通じた異文化の受容（１） ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 呪術になったキリスト教とキリストになった呪術師 
― 構築主義編３：解釈を通じた異文化の受容（２） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 
もつれたアイデンティティー ― 構築主義編４：ポス
トコロニアル状況における文化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 
千と千尋の観光地 ― 構築主義編５：観光開発と自文
化の再解釈、伝統の発明、文化の商品化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 
イスラームの中心で打倒アメリカを叫んだミッキーマ
ウス ― 構築主義編６：ポップカルチャーの政治的利
用とオリエンタリズム批評 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 
⺠族紛争の仕組み ― 構築主義編７：「⺠族」の構築
過程、構築主義編まとめ 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASL204-
Y01 

2.科目名 インドネシア語 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤崎拓海 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

 インドネシア語は，東南アジア最大の群島国家インドネシア共和国の国語であり，多言語
社会インドネシアにおける共通語でもある。インドネシア滞在にはインドネシア語の知識が
欠かせない。本授業では，インドネシア語の初級レベルに相当する文法事項及び簡単な会話
を習得することを目的としている。なお，インドネシア語とマレーシア語は非常に近い言語
であるため，相互理解が可能である。 
 授業では，実際によくある場面における会話をペアあるいはグループで練習することが中
心となる。さらに，会話の内容や授業の実施時期と関連するインドネシ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は，DP の? 多様な文化やその背景を理解し受け入れる能力，? コミュニ
ケーションスキル，の学修に関連しています。 
① 初級レベルの語彙（約 300 語）が身につく。 
②  あいさつ，買い物，依頼など，日常的な場面における会話が，ゆっくり話してもらえれ
ばできるようになる。 
③  インドネシア特有の考え方や慣習に関する基本的な知識が身につく。 

19.教科書・教材 授業の中で配布する。 
20.参考文献 授業の中で指示する。 

21.成績評価 授業への参加度（質問への受け答え・ペア練習・課題）30％＋小テスト 35％＋期末試験
35％ 

22.コメント 

 ローマ字表記で文法もシンプルなインドネシア語は，「世界一簡単な言語」と言われるこ
ともあるほど，他の外国語に比べて非常に習得しやすい言語である。とはいえ，１学期で初
級レベルを習得するためには，授業外での復習や，小テストに向けた準備が不可欠である。
また，授業で得た知識を実用的なレベルへと引き上げるために，授業外でもインドネシア語
を使う機会を自発的につくり，練習することが望ましい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
・ ガイダンス 
・ インドネシア及びインドネシア語の概要説明 
・ 文化：イスラム教徒と断食 

 

【第２回】 

・ 文字と発音 
・ ディクテーション  
「はじめまして，私は由佳です。」 
 ＞あいさつと自己紹介１，基本語順，名詞文 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第３回】 
「あなたのお名前は？」 
  ＞ あいさつと自己紹介２，疑問詞疑問文 今回の復習・次回の小テストの準備 

【第４回】 

「元気？どこに行くの？」 
 ＞慣用表現，前置詞 
ペアワーク：会話練習 
文化：プライバシーについてはあまり気にしない 

今回の復習・次回の小テストの準備 



【第５回】 
「これは何の果物？」 
 ＞名詞文，否定詞，好き／嫌い 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第６回】 
「１クラス何人いるの？」 
 ＞ 数詞 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第７回】 
「今何してるの？」 
 ＞ 基語動詞，助動詞 sedang，時を表す表現 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第８回】 

「飛行機は何時出発？」 
 ＞ 時刻の表し方，乗り物関係の語彙 
文化：「インドネシアの交通機関と乗り方」 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第９回】 
「もうご飯食べた？」 
 ＞ 助動詞，勧誘の表現 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 10 回】 

「辛いのは食べられません」 
 ＞ 関係詞 yang，形容詞，百〜百万の数字 
文化：「インドネシア料理」は存在するのか？ 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 11 回】 
「辛いのは食べられません」 
 ＞ 関係詞 yang，形容詞，百〜百万の数字 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 12 回】 インドネシア映画鑑賞 今回の復習・次回の小テストの準備 
【第 13 回】 インドネシア映画鑑賞 期末試験の準備 
【第 14 回】 総復習 期末試験の準備 
【第 15 回】 期末試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASL204-
Y02 

2.科目名 インドネシア語 （観光学科以外） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤崎拓海 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

 インドネシア語は，東南アジア最大の群島国家インドネシア共和国の国語であり，多言語
社会インドネシアにおける共通語でもある。インドネシア滞在にはインドネシア語の知識が
欠かせない。本授業では，インドネシア語の初級レベルに相当する文法事項及び簡単な会話
を習得することを目的としている。なお，インドネシア語とマレーシア語は非常に近い言語
であるため，相互理解が可能である。 
 授業では，実際によくある場面における会話をペアあるいはグループで練習することが中
心となる。さらに，会話の内容や授業の実施時期と関連するインドネシ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は，DP の? 多様な文化やその背景を理解し受け入れる能力，? コミュニ
ケーションスキル，の学修に関連しています。 
① 初級レベルの語彙（約 300 語）が身につく。 
②  あいさつ，買い物，依頼など，日常的な場面における会話が，ゆっくり話してもらえれ
ばできるようになる。 
③  インドネシア特有の考え方や慣習に関する基本的な知識が身につく。 

19.教科書・教材 授業の中で配布する。 
20.参考文献 授業の中で指示する。 

21.成績評価 授業への参加度（質問への受け答え・ペア練習・課題）30％＋小テスト 35％＋期末試験
35％ 

22.コメント 

 ローマ字表記で文法もシンプルなインドネシア語は，「世界一簡単な言語」と言われるこ
ともあるほど，他の外国語に比べて非常に習得しやすい言語である。とはいえ，１学期で初
級レベルを習得するためには，授業外での復習や，小テストに向けた準備が不可欠である。
また，授業で得た知識を実用的なレベルへと引き上げるために，授業外でもインドネシア語
を使う機会を自発的につくり，練習することが望ましい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
・ ガイダンス 
・ インドネシア及びインドネシア語の概要説明 
・ 文化：イスラム教徒と断食 

 

【第２回】 

・ 文字と発音 
・ ディクテーション 
「はじめまして，私は由佳です。」 
 ＞あいさつと自己紹介１，基本語順，名詞文 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第３回】 
「あなたのお名前は？」 
  ＞ あいさつと自己紹介２，疑問詞疑問文 今回の復習・次回の小テストの準備 

【第４回】 

「元気？どこに行くの？」 
 ＞慣用表現，前置詞 
ペアワーク：会話練習 
文化：プライバシーについてはあまり気にしない 

今回の復習・次回の小テストの準備 



【第５回】 
「これは何の果物？」 
 ＞名詞文，否定詞，好き／嫌い 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第６回】 
「１クラス何人いるの？」 
 ＞ 数詞 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第７回】 
「今何してるの？」 
 ＞ 基語動詞，助動詞 sedang，時を表す表現 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第８回】 

「飛行機は何時出発？」 
 ＞ 時刻の表し方，乗り物関係の語彙 
文化：「インドネシアの交通機関と乗り方」 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第９回】 
「もうご飯食べた？」 
 ＞ 助動詞，勧誘の表現 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 10 回】 

「辛いのは食べられません」 
 ＞ 関係詞 yang，形容詞，百〜百万の数字 
文化：「インドネシア料理」は存在するのか？ 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 11 回】 
「辛いのは食べられません」 
 ＞ 関係詞 yang，形容詞，百〜百万の数字 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 12 回】 インドネシア映画鑑賞 今回の復習・次回の小テストの準備 
【第 13 回】 インドネシア映画鑑賞 期末試験の準備 
【第 14 回】 総復習 期末試験の準備 
【第 15 回】 期末試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASL204-
Y03 

2.科目名 インドネシア語 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤崎拓海 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

 インドネシア語は，東南アジア最大の群島国家インドネシア共和国の国語であり，多言語
社会インドネシアにおける共通語でもある。インドネシア滞在にはインドネシア語の知識が
欠かせない。本授業では，インドネシア語の初級レベルに相当する文法事項及び簡単な会話
を習得することを目的としている。なお，インドネシア語とマレーシア語は非常に近い言語
であるため，相互理解が可能である。 
 授業では，実際によくある場面における会話をペアあるいはグループで練習することが中
心となる。さらに，会話の内容や授業の実施時期と関連するインドネシ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は，DP の? 多様な文化やその背景を理解し受け入れる能力，? コミュニ
ケーションスキル，の学修に関連しています。 
① 初級レベルの語彙（約 300 語）が身につく。 
②  あいさつ，買い物，依頼など，日常的な場面における会話が，ゆっくり話してもらえれ
ばできるようになる。 
③  インドネシア特有の考え方や慣習に関する基本的な知識が身につく。 

19.教科書・教材 授業の中で配布する。 
20.参考文献 授業の中で指示する。 

21.成績評価 授業への参加度（質問への受け答え・ペア練習・課題）30％＋小テスト 35％＋期末試験
35％ 

22.コメント 

 ローマ字表記で文法もシンプルなインドネシア語は，「世界一簡単な言語」と言われるこ
ともあるほど，他の外国語に比べて非常に習得しやすい言語である。とはいえ，１学期で初
級レベルを習得するためには，授業外での復習や，小テストに向けた準備が不可欠である。
また，授業で得た知識を実用的なレベルへと引き上げるために，授業外でもインドネシア語
を使う機会を自発的につくり，練習することが望ましい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
・ ガイダンス 
・ インドネシア及びインドネシア語の概要説明 
・ 文化：イスラム教徒と断食 

 

【第２回】 
・ 文字と発音 
・ ディクテーション 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第３回】 
「あなたのお名前は？」 
  ＞ あいさつと自己紹介，基本語順，疑問文 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第４回】 

「元気？どこに行くの？」 
 ＞慣用表現，前置詞 
ペアワーク：会話練習 
文化：プライバシーについてはあまり気にしない 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第５回】 
「これは何の果物？」 
 ＞名詞文，否定詞，好き／嫌い 

今回の復習・次回の小テストの準備 



ペアワーク：会話練習 

【第６回】 
「１クラス何人いるの？」 
 ＞ 数詞 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第７回】 「今何してるの？」 
 ＞ 基語動詞，助動詞 sedang，時を表す表現 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第８回】 

「飛行機は何時出発？」 
 ＞ 時刻の表し方，乗り物関係の語彙 
文化：「インドネシアの交通機関と乗り方」 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第９回】 
「もうご飯食べた？」 
 ＞ 助動詞，勧誘の表現 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 10 回】 

「辛いのは食べられません」 
 ＞ 関係詞 yang，形容詞，百〜百万の数字 
文化：「インドネシア料理」は存在するのか？ 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 11 回】 
「辛いのは食べられません」 
 ＞ 関係詞 yang，形容詞，百〜百万の数字 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・次回の小テストの準備 

【第 12 回】 インドネシア映画鑑賞 今回の復習・次回の小テストの準備 
【第 13 回】 インドネシア映画鑑賞 期末試験の準備 
【第 14 回】 総復習 期末試験の準備 
【第 15 回】 期末試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASL205-
Y01 

2.科目名 ベトナム語 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Vu Thi Thu Thao 

5.授業科目の区分 ベトナム語基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 なし 9.履修学年 一年⽣から 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、フィールドワーク 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

ベトナム語の特殊の発音や声調（声の上がり下がり）人称代名詞などを覚えながら、日常会
話によく使われる表現・語彙を増やして、各場面の「基本会話」と「応用会話」を習得す
る。 
基礎：ベトナム語の音節、符号、声調と発音 
文法：ベトナム語の仕組み、ベトナム語の会話に不可欠な人称代名詞の使い方、基本表現や
疑問視の使い方など 
語彙：日常会話でよく使われる語彙や表現 
会話：ビジネス、旅行や仕事など、各場面の基本会話と応用会話 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ベトナム語らしい発音がしっかり身に付く。 
単語の意味を覚えるだけでなく、用法もしっかりマスター 
楽しく簡単な会話ができる 

19.教科書・教材 
キクタン ベトナム語  【初級編】 
キクタン ベトナム語会話 【入門編】  
講師の独自のテキスト 

20.参考文献 授業の中で指示する 
21.成績評価 宿題提出 30％授業への参加度 20％＋期末テスト 50％で評価する 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

ベトナム語の紹介 
文字の特徴と覚え方 
簡単な挨拶 
ベトナム語での自己紹介 
初対面の会話の練習 

 

第 2 週 

符号について 
⺟音と子音 
声調 
語彙：代名詞 
相手の呼び方、自分の呼び方→挨拶→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 3 週 

符号について 
⺟音と子音 
声調 
語彙：親族名 
相手の呼び方、自分の呼び方→挨拶→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 4 週 
符号について 
⺟音と子音 
声調 

前回に配られたプリントと宿題 



語彙：親族名 
相手の呼び方、自分の呼び方→挨拶→会話の練習 

第 5 週 

符号について 
⺟音と子音 
声調 
語彙：一人称・二人称の複数の言い方、三人称の言い
方 
相手の呼び方、自分の呼び方→他人の紹介→会話の練
習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 6 週 

基本表現：〜は〜（名詞）です。 
肯定文、否定文、疑問文 
語彙：数字、職業、国の名前 
→年齢、自己紹介、他人紹介→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 7 週 

基本表現：〜は〜します。 
肯定文、否定文、疑問文 
語彙：動詞 
→文型の練習→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 8 週 
基本表現：所有・存在を表すときの文型 
肯定文、否定文、疑問文 
家族等の関係を表す言い方→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 9 週 

疑問視を使う文：何？どれくらい？ 
1.仕事について尋ねる 
2.行動について尋ねる 
3.ものについて尋ねる 
5.金額について尋ねる 
→応用会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 10 週 
基本表現：要求・命令・意思を表すときの文型 
肯定文、否定文、疑問文 
文型の練習→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 11 週 
基本表現：可能・許可を表す文型 
肯定文、否定文、疑問文 
文型の練習→会話の練習→読解 （簡単な文章） 

前回に配られたプリントと宿題 

第 12 週 

疑問視を使う文：どの／どのような／どのように 
1.状態について尋ねる 
2.行動について尋ねる 
3.人・ものについて尋ねる 
→応用表現→会話の練習 →読解、聴解 

前回に配られたプリントと宿題 

第 13 週 

疑問視を使う文：なぜ？どこ？だれ？ 
1 状態の原因・理由について尋ねる 
2.行動の原因・理由について尋ねる 
3.「どのに〜がある／いる」について尋ねる 
4.「どの出からするか」と尋ねる 
5.行動の状態について尋ねる 
→応用表現→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 14 週 
疑問視を使う文：いつ？ 
1.現在の行動について尋ねる 
2.過去の行動について尋ねる 

前回に配られたプリントと宿題 



3.将来の行動について尋ねる 
→応用会話の練習 
→復習 
試験の前のリラックス：ベトナムの音楽の紹介 

第 15 週 期末試験 
試験問題のの回答に基いて今までの勉強の復習 

前回に配られたプリントと宿題 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASL205-
Y02 

2.科目名 ベトナム語 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Vu Thi Thu Thao 

5.授業科目の区分 ベトナム語基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 なし 9.履修学年 一年⽣から 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、フィールドワーク 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

ベトナム語の特殊の発音や声調（声の上がり下がり）人称代名詞などを覚えながら、日常会
話によく使われる表現・語彙を増やして、各場面の「基本会話」と「応用会話」を習得す
る。 
基礎：ベトナム語の音節、符号、声調と発音 
文法：ベトナム語の仕組み、ベトナム語の会話に不可欠な人称代名詞の使い方、基本表現や
疑問視の使い方など 
語彙：日常会話でよく使われる語彙や表現 
会話：旅行や仕事など、各場面の基本会話と応用会話 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ベトナム語らしい発音がしっかり身に付く。 
単語の意味を覚えるだけでなく、用法もしっかりマスター 
楽しく簡単な会話ができる。 

19.教科書・教材 
キクタン ベトナム語  【初級編】 
キクタン ベトナム語会話 【入門編】  
講師の独自のテキスト 

20.参考文献 授業の中で指示する 
21.成績評価 宿題提出 30％授業への参加度 20％＋期末テスト 50％で評価する 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

ベトナム語の紹介 
文字の特徴と覚え方 
簡単な挨拶 
ベトナム語での自己紹介 
初対面の会話の練習 

 

第 2 週 

符号について 
⺟音と子音 
声調 
語彙：代名詞 
相手の呼び方、自分の呼び方→挨拶→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 3 週 

符号について 
⺟音と子音 
声調 
語彙：親族名 
相手の呼び方、自分の呼び方→挨拶→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 4 週 
符号について 
⺟音と子音 
声調 

前回に配られたプリントと宿題 



語彙：一人称・二人称の複数の言い方、三人称の言い
方 
相手の呼び方、自分の呼び方→他人の紹介→会話の練
習 

第 5 週 

基本表現：〜は〜（名詞）です。 
肯定文、否定文、疑問文 
語彙：数字、職業、国の名前 
→年齢、自己紹介、他人紹介→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 6 週 

基本表現：〜は〜（形容詞）です。 
肯定文、否定文、疑問文 
語彙：物、形容詞 
→物の紹介→ベトナムについての映像鑑賞 

前回に配られたプリントと宿題 

第 7 週 

基本表現：〜は〜します。 
肯定文、否定文、疑問文 
語彙：動詞 
→文型の練習→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 8 週 
基本表現：所有・存在を表すときの文型 
肯定文、否定文、疑問文 
家族等の関係を表す言い方→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 9 週 

疑問視を使う文：何？どれくらい？ 
1.仕事について尋ねる 
2.行動について尋ねる 
3.ものについて尋ねる 
5.金額について尋ねる 
→応用会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 10 週 
基本表現：要求・意思を表すときの文型 
肯定文、否定文、疑問文 
文型の練習→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 11 週 
基本表現：可能・許可を表す文型 
肯定文、否定文、疑問文 
文型の練習→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 12 週 

疑問視を使う文：どの／どのような／どのように 
1.状態について尋ねる 
2.行動について尋ねる 
3.人・ものについて尋ねる 
→応用表現→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 13 週 

疑問視を使う文：なぜ？どこ？だれ？ 
1 状態の原因・理由について尋ねる 
2.行動の原因・理由について尋ねる 
3.「どのに〜がある／いる」について尋ねる 
4.「どの出からするか」と尋ねる 
5.行動の状態について尋ねる 
→応用表現→会話の練習 

前回に配られたプリントと宿題 

第 14 週 

疑問視を使う文：いつ？ 
1.現在の行動について尋ねる 
2.過去の行動について尋ねる 
3.将来の行動について尋ねる 

前回に配られたプリントと宿題 



→応用会話の練習 
→復習 
試験の前のリラックス：ベトナムの音楽の紹介 

第 5 週 
期末試験 
試験問題のの回答に基いて今までの勉強の復習 

前回に配られたプリントと宿題 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
A04 

2.科目名 評価と実践Ⅰ (教育福祉̲2022 年度⽣) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 
上原昭三、尾崎慶太、大⻄洋史、島川⾹織、谷口一也、春木裕美、松尾和宣、三好徹明、椋
田善之、吉田武大 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー  
研究室オフィスアワー 
※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先⽣にしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学 ※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間 ☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目



期 帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」
を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

ン」 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
A05 

2.科目名 評価と実践Ⅰ (尼 経営̲2022 年度⽣) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡村克彦、飯嶋⾹織、北村正仁、河内山潔 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 

※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先⽣にしてください。 
研究室オフィスアワー  飯嶋：木曜日昼休み 
       場所 ４階教員協働研究室 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学 ※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間 ☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目



期 帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」
を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

ン」 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
M03 

2.科目名 評価と実践Ⅰ （経営̲2022 年度⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤広志、川脇康⽣、肖威、助川たかね、村田昌彦 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 

前期： 研究室 月曜昼休み  
メディアライブラリー 木曜昼休み  
後期 研究室：木曜日昼休み 
メディアライブラリー ⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学 ※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間 ☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目



期 帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」
を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

ン」 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
M04 

2.科目名 評価と実践Ⅰ （看護̲2022 年度⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 
⿊田葉子、有本梨花、岩下真由美、伊藤尚子、遠藤俊子、⽩石⼣起子、中島通子、⻄村美登
里、久井志保、森一恵、八木良子 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー  
研究室オフィスアワー 
※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先⽣にしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学 ※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間 ☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目



期 帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」
を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

ン」 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
Y07 

2.科目名 評価と実践Ⅰ （社会̲2022 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 渡辺卓也、岡本久、行木敬、八木寛之 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー ※質問や問い合わせは、各自のアドバイザーの先⽣におこなってください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー

☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目
の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」
を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 



 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
Y08 

2.科目名 評価と実践Ⅰ （2022 ⽣）（留） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、日々の学習⽣活を充実させていくこ
とを目的にしています。具体的には、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資
質について理解を深め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知
識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動
予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく自己点検能力を高めていきます。また、さ
まざまな評価方法や社会で求められている能力観に関する概念について学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
１．本学の教育目標に掲げる力・資質の理解 
２．評価方法や能力観に関する概念の知識獲得 
３．主体的に目標をもち、計画を⽴てて実行する力の涵養 
４．PDCA（Plan 計画 DO 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルにもとづく自己点検能力の
向上 
５．自分のことを客観的に説明する力の向上 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（認定科目のため成績評価は行いません） 
〇全学共通で指定する要件 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度春・夏学期」「2021 年度秋・冬学期」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度
秋・冬学期」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2021 秋リフレクション」「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」 
〇その他、学科で指定する要件がある場合は別途指定します。 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の認定科目です。 

23.オフィスアワー 
科目代表：行木敬 
水曜昼休み（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

2021 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目
の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」
を毎回持参してください。 



開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストです。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 客観的な見方、表現の仕方（第 9 週） 
第 3 回 ポートフォリオ（第 10 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
第 4 回 ポートフォ 

☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2021 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ☆ベンチマーク「2021 秋リフレクション」チェッ
ク登録 
 ☆成⻑確認シート「2021 年度春・夏学期」ふりか
えり入力 
 ☆成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学期」目標設
定入力 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
 

☆【第 8 回 宿題】e ポートフォリオでラー
ニング・ルートマップを作成し、保存してく
ださい。 

（次年度予
定） 
2022 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ☆ベンチマーク「2022 春リフレクション」チェッ
ク登録 
 ☆成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学期」のふり
かえり入力 
 ☆成⻑確認シート「2022 年度春・夏学期」の目標
設定入力 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 社会で求められる力（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・社会で活躍するために必要とされ 

☆【第 12 回 宿題】e ポートフォリオのラー
ニング・ルートマップを確認・修正し、保存
してください。 

（次年度予
定） 
2022 年 9 月

第 15 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 16 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

☆【第 16 回 宿題】e ポートフォリオのラー
ニング・ルートマップを確認・修正し、保存
します。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ☆ベンチマーク「2022 秋リフレクション」チェッ
ク登録 
 ☆成⻑確認シート「2022 年度春・夏学期」ふりか
えり入力 
 ☆成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学期」目標設
定入力 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 17 回 ポートフォリオコンテストに向けて１（第 7
週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
Y09 

2.科目名 評価と実践Ⅰ （心理̲2022 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本喜晴、上田真由子、髙橋浩樹、道免逸子、富田瑛智、藤木清、横川滋章 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー  
研究室オフィスアワー 
※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先⽣にしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以

☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目
の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」



外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」 



ション・デ
イ＋秋学期 

 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
Y10 

2.科目名 評価と実践Ⅰ （英コミ̲2022 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子、遠藤泰⽣、片山真理、Patrick Shorb 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー  
研究室オフィスアワー 
※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先⽣にしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以

☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目
の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」



外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
第 2 回 ポートフォリオ１（第 9 週） ◇ノート PC 持
参◇ 
 ・ポートフォリオ 

を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」 



ション・デ
イ＋秋学期 

 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM101-
Y11 

2.科目名 評価と実践Ⅰ （観光̲2022 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蝦名大助、前田哲男、李容淑、劉争 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
1 年〜2 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、学⽣一人ひとりの自己評価能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる
力を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
 本授業では、大学及び各学科のディプロマポリシーに掲げる力・資質について理解を深
め、大学での学修や学外での経験学習プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修
得・涵養し、定期的なふりかえりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するとい
う PDCA サイクルにもとづく自己評価能力を高めていきます。また、さまざまな評価方法や
社会で求めら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションス
キル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 本学の教育目標に掲げる力・資質について説明できる 
 2. 評価方法や能力観について説明できる 
 3. PDCA（Plan 計画 Do 実行 Check 確認 Act 改善）サイクルについて説明できる 
 4. PDCA の考え方を学習状況の自己点検に適用することができる 
 5. 客観的に自分の現状を記述することができる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付します。 

20.参考文献 

スペンサー ジョンソン (著), 門田 美鈴 (翻訳) 『チーズはどこへ消えた?』扶桑社 2000
年 
※みなさんは、この本の登場者のうち、誰に最も近いでしょうか？ 自分を見つめなおすき
っかけになりますので、ぜひ読んでみてください。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」「2023 年度春・夏学期」「2023 年度
秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023 秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅰは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー  
研究室オフィスアワー 
※質問や問い合わせは、まず自分のアドバイザーの先⽣にしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅰ」以

☆この授業には、各自のノート PC と 1 回目
の授業で配付する「学びの成⻑実感ガイド」



外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。1 回目の授業で
配付するウィークリーアワー日程表で確認してくださ
い。 
※春学期第 1 週目は基礎学力診断テストを実施しま
す。 
第 1 回 科目の説明ほか（第 2 週） 
「これまでの歩みをふりかえろう」ワークを行い、
「これまでの歩みふりかえりシ 

を毎回持参してください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。また、単位要件となるベ
ンチマークチェックと成⻑確認シートの入力
は左の「授業内容」欄に記載します。 
☆この授業では e ポートフォリオを使用し
ます。e ポートフォリオに、学びの経験を言
葉にして蓄積していきましょう。レポートや
発表資料などの学習成果物、また写真など
も、e ポートフォリオに一緒に蓄積してくだ
さい。 
☆次学期以降も同様です。 
 

2022 年 9 月
末リフレク
ションデイ
＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
第 8 回 学びのゴールとプロセス（第 8 週目） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・この大学で身につける力と方法を理解する 
 ・ラーニング・ルートマップの作成 
第 9 回 学びの評価（第 9 週目） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・評価の種類と方法を理解する 
第 

【第 1 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」目標設定 
【第 8 回 宿題】 
☆ e ポートフォリオでラーニング・ルート
マップを作成し、保存してください。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・ワークシートを用いて、前年度秋・冬学期のふり
かえりを行い、今年度春・夏学期の目標と計画を考え
る 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 13 回 ポートフォリオ点検 1（第 8 週）  ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・1 年半の学びと経験を整理する 
第 14 回 ポートフォリオ点検 2（第 9 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・どのような 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 

【第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーの面談後に、以下を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」 



ション・デ
イ＋秋学期 

 ・ワークシートを用いて、春・夏学期のふりかえり
を行い、秋・冬学期の目標と計画を考える 
 ・ラーニング・ルートマップの確認・修正 
第 18 回 学修成果サマリーの作成１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・これまでの学びと経験、それらから修得したこと
を要約する 
第 19 回 学修成果サマリーの作成２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・学修成果サマリーを使って他者に伝える 
第 2 

 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」ふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」目標設定 
☆ e ポートフォリオのラーニング・ルート
マップを確認・修正し、保存します。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
A04 

2.科目名 評価と実践Ⅱ (こども学̲2020 年度⽣) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大平誠也、川村光、梶正義、谷口一也、鳥居深雪、松本恵美子、椋田善之、百瀬和夫 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



2022 年春学
期 

開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
A05 

2.科目名 評価と実践Ⅱ (福祉学̲2020 年度⽣) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本秀樹、岩本裕子 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



2022 年春学
期 

開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
A06 

2.科目名 評価と実践Ⅱ (尼 経営̲2020 年度⽣) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 林万平、陳那森、齋藤勝洋 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



2022 年春学
期 

開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
M04 

2.科目名 評価と実践Ⅱ （経営̲2020 年度⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中綾子、肖威、助川たかね 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 

前期： 研究室 月曜昼休み  
メディアライブラリー 木曜昼休み  
後期 研究室：木曜日昼休み 
メディアライブラリー ⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



リフレクシ
ョン・デイ
＋ 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 (3/30)リフレクションガイダンス(リフクレシ
ョン・デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週 4/12） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを 

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目 9/29） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目 
11/17） ◇ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目 
11/24） ◇ノ 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予 第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク 第 17 回 宿題】 



定） 
2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
M05 

2.科目名 評価と実践Ⅱ （看護̲2020 年度⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 
櫻井信人、伊藤尚子、岡光京子、楠本真⽣、谷口由佳、中世古恵美、中野康子、野村浩、原
本久美子、溝畑剣城、横山利枝 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 
2022 年春学

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 



期 ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ



ション・デ
イ＋秋学期 

 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
Y07 

2.科目名 評価と実践Ⅱ （心理̲2020 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中山誠、板山昂、神垣一規、田中亜裕子、富田瑛智、藤木清、松井幸太 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜
2023 年度 秋学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 

授業中に配付する。 
Zoom ミーティングに参加する 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

リフレクシ
ョン・デイ
＋ 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 



 ・春学期の学びや経験を 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ASM301-
Y08 

2.科目名 評価と実践Ⅱ （英コミ̲2020 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 片山真理、伊藤創、Jonathan Aliponga、百濟正和、渡邊頼純 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



2022 年春学
期 

開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BRI201-
Y01 

2.科目名 セレモニー産業論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

専攻必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

セレモニー産業(冠婚葬祭業）の歴史的経緯を踏まえつつ、文化人類学、⺠俗学、宗教学な
どさまざまな学問門における研究成果も取り入れて、全体的に外観できるように修得するこ
とを目的とする。 
従来、冠婚葬祭は個人・家族・地域のイベントとして催されてきた。近年の日本社会におい
ては、冠婚葬祭の社会的意義の変化とともに、サービス産業としてのセレモニー産業が活性
化している。 
この授業では、日本社会における冠婚葬祭の社会的意義について明らかにしていくととも
に、現在のセレモニー産業の成⽴の背景および今後の展開等について考察 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(2) 社会に能動的に貢献する姿勢
（社会的貢献性）と（5）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
○セレモニー産業の基礎知識を理解できる。 
○セレモニービジネス業界の歴史・現状を理解できる。 
○セレモニー業界の歴史時間軸の核心と現状の全体を横断的、縦断的にイメージできる。 

19.教科書・教材 
徳江順一郎・二村祐輔・広重紫『セレモニー・イベント学への招待 儀礼・儀式とまつり・
イベントなど』晃洋書房、２０１９年 

20.参考文献 教科書各章の後に掲載 

21.成績評価 

授業ワークシート①〜⑨ ５％×9 回計 45％ 
中間レポート（又はグループワーク成果報告） 25％ 
最終レポート 30％ 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室 木曜日昼 
学修支援センター 月曜日昼 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 セレモニーとイベントの概略 授業ワークシート① 
 宗教とセレモニー 授業ワークシート② 
 世界のセレモニーとイベント 授業ワークシート③ 
 日本の公的なセレモニーとイベント 授業ワークシート④ 
 日本の私的なセレモニー 授業ワークシート⑤ 

 振り返りワーク① 
中間まとめ、 
又はグループワーク 

 振り返りワーク② 
中間まとめ、 
又はグループワーク 

 ブライダルにおけるセレモニー① 授業ワークシート⑥ 
 ブライダルにおけるセレモニー② ワークシートの修正 
 フュ―ネラルとセレモニー① 授業ワークシート⑦ 
 フュ―ネラルとセレモニー② ワークシートの修正 



 メモリアルとセレモニー① 授業ワークシート⑧ 
 メモリアルとセレモニー② ワークシートの修正 
 これからのセレモニーとイベント 授業ワークシート⑨ 
 振り返りとまとめ 最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BRI301-
A01 

2.科目名 セレモニー産業特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 
専門教育 
展開科目 

6.必修・ 
選択の区分 

コース選
択必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 セレモニー産業論を履修済みであることを
前提とする。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
セレモニー産業(冠婚葬祭業）の現場での様々な課題について、事例を通して考察し、実際
の現場で必要となる知識及び対処方法等について修得することを目的とする。 
【概要】 
関連する企業をケースとして取り上げ、様々なビジネスフレームワークに基づいた分析や考
察を、個人ワークおよびグループワークで行う。 
また、ウェディングプランナー認定試験対策を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力の学
修に関連しています。 
①業界の現状を分析し、基本的な事業計画書を作成することができる。  
      
②業界の現状を分析し、成功と失敗の要因を評価できる。   
       
 

19.教科書・教材 特に指定せず。必要に応じて資料を配布する予定である。 
20.参考文献 中村典義著『新版 ずっと幸せが続く「魔法の結婚式」』株式会社ごま書房新社 

21.成績評価 

レポート（@5 点×5 回）    25% （学習目標①）    
発表用資料（@10 点×3 回） 30% （学習目標②） 
最終レポート        45%（学習目標②）    
        
        
  
 

22.コメント 
冠婚葬祭は、社会人として⽣きていく上で常にかかわるものです。昔を知る人からの情報
や、冠婚葬祭に関する文献などから、基本的な事項については把握しておきましょう。 

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

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス     
シラバスをベースに本講義の内容、学習目標、アサイ
ンメント、評価方法について案内する。 
講義内容 ： セレモニー産業論で学んだことの復習 

〇個人ワーク ： セレモニー産業論で学ん
だ祭事を年表にまとめる（次回提出レポート
①） 

第 2 回 
 一般の祝い事（多彩な年中行事）  
講義内容 ： 日常の中のセレモニー要素、初詣・お
宮参り・七五三など 神社 

◎グループワーク ： 自分たちの体験した
祝い事をまとめグループで年表にまとめる
（次回提出レポート②） 

第 3 回 婚礼の儀式      〇個人ワーク ： 古い慣習と今の慣習の変



講義内容 ： 結納の意味・しきたり・スタイル・形
式 

化を理解し時代背景による要因を考察する
（次回提出レポート③） 

第 4 回 結婚の準備     
講義内容 ： 新⽣活の準備の今と昔 

◎グループワーク ： 新⽣活の準備の変化
について、GW で発表の準備をする（次回発
表） 

第 5 回 

慣習の変化の発表 
（グループ発表プレゼン①）※プレゼンルーブリック
使用 
講義内容 ： 婚礼の儀式・結婚の準備の慣習の変化
の考察内容をグループ別に発表し、他グループの内容
を評価する 

〇個人ワーク ： 日本の神社の中から課題
とする神社をみつけ特徴を多様な視点から調
査する 

第 6 回 
ビジネスとしての神社     
講義内容 ： ビジネスとしての神社のありかた 

◎グループワーク ： 個人ワークのデータ
を共有し、共通点と特異点をみつけてまとめ
る 

第 7 回 

ビジネスとしての神社の問題点 
講義内容 ： 取り上げた神社について、問題点を考
察。改善提案をグループごとにまとめ、発表の準備を
する 

◎グループワーク ： 次回発表用の資料を
作成し、読み原稿を含めた準備をする 

第 8 回 

ビジネスとしての神社の発表 
講義内容 ： 取り上げた神社について、ビジネスと
しての問題点や課題、さらに改善提案を行う。（プレ
ゼン②） 

〇個人ワーク ： それぞれの宗教における
葬祭の特徴を調べる（次回提出レポート④） 

第 9 回 
葬祭    
講義内容 ： 仏式・神式・キリスト式の拝礼マナー
と法要のしきたり 

◎グループで調査内容を共有しまとめる（次
回提出レポート⑤） 

第 10 回 
葬祭     
講義内容 ： 葬祭に関して、ビジネスとしての課題
を探る 

〇個人ワーク ： 自分が分析したいセレモ
ニー企業を選択し、企業情報を調べる 

第 11 回 
経営分析の基礎    
講義内容 ： 経営分析の基礎的な方法について説明
し、担当企業について WS を用いて実践する。 

〇個人ワーク ： WS を完成させる（次回
提出 WS①） 

第 12 回 
SWOT 分析①    
講義内容 ： ビジネスフレームワークを用いて企業
の分析を行う。 

〇個人ワーク ： WS を完成させるための
情報収集を行う 

第 13 回 
SWOT 分析②    
講義内容 ： 企業の内部環境分析を行い、強みと弱
みの要因を調べる 

〇個人ワーク ： WS を完成させるための
情報収集を行う 

第 14 回 
SWOT 分析③    
講義内容 ： 内部要因と外部要因をクロスし、提案
を考える。 

〇個人ワーク ： プレゼン用資料作成 

第 15 回 
発表     
講義内容  ： 分析結果から得られた課題を検証し
問題解決の提案をする。（プレゼン③） 

〇個人ワーク ： 資料を修正して最終レポ
ートとして提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BRI305-
A01 

2.科目名 コスメティック論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 本田あけみ 

5.授業科目の区分 
美容分野における実務
経験のある教員による
科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

この講義はビューテイビジネスの中核にある化粧品ビジネスの本質を探究するものです。 
化粧品事業の主な特⻑は「ビューテイビジネスの主役である女性へのマーケテイング」を究
め「女性の⽣き方・美しさ」を常に提案してきたことです。 
その経営やマーケテイングへの理解を深めるために、化粧品の歴史や商品概況を知り、化粧
品ビジネス以外にも適用できる能力の養成を目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、DP（ディプロマポリシー）の①自律性：ビューテイビジネスに必要
な人材像を探り、自分らしい⽣き方や就職活動などに必要な自分づくりの指標となる。 
②多様性理解：化粧品ビジネスの学習は女性活用や外国人採用など多様性の理解に有意義で
ある。 
③論理的思考/判断力：群雄割拠の化粧品会社のマーケテイング戦略の分析学習を通して体
得する。 
の学修に関連しています。 
本科目の目標は以下の通りです。 
① 化粧品の歴史、経営、マーケテイング等を知ることで、ビューテイビジネスの本
質を感得する。 
② 化粧品研究により多様な商品特性、付加価値商品、技術サービスなど高付加価値
を提供する化粧品ビジネスを体感する。 
③ ビューテイビジネスにおける化粧品ビジネスに必要な能力（知識・技術・態度・意欲）
を理解する。 
 

19.教科書・教材 
適宜、プリントを配布します。 
また、関連業界誌については授業中に適宜紹介します。 

20.参考文献 

「ビューティビジネス」ジェフリー・ジョーンズ著 中央経済社 
大手化粧品メーカーの経営史的研究 井田泰人著 晃洋書房 
月刊「国際商業」国際商業出版 
日本化粧品検定テキスト ２・３級 
メイクアップ技術検定テキスト ３級 
美肌検定テキスト 
 

21.成績評価 
○レポート：50％ ①〜⑧ （5 点×8） 
○グループ発表：30％ （第１３回 パワーポイント 20％＋発表 10％） 
○最終課題提出：30％ 

22.コメント 
貴方がいつも使っている化粧品を作っている会社の経営などを学習して「化粧品ビジネスに
必要なものは何か」を一緒に考えてみましょう。 
① 化粧品会社は「人材育成」に力を注いできました。その育成システムの理解は



「貴方の将来作り」に役⽴ちます。就職活動にも！！ 
②注意： 単に化粧品を知るための講座ではありません。化粧品に関する歴史や化粧品ビジ
ネスの視点から化粧品を学ぶものです。でも、知っているようで知らない化粧品が分かりま
す。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜日・昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
4/11 

ガイダンス 
・シラバスをベースに本講義の内容、学習目標、目指
す KUIS ベンチマーク、アサインメント、評価方法に
ついて説明する。 
講義内容 
・主に１５回の講義内容の流れと要点について説明。 
・コスメテイック論の概要説明 
  
 

持参物：パソコン 

【第 2 回】
4/18 

化粧品とは？  
化粧品の歴史 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート①本日の講義で一
番興味を持った時代の化粧又は化粧品につい
て調べてまとめる。（１２０分） 

【第 3 回】
4/25 

化粧品関係の各種検定試験について 
 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート② 
各種検定制度について興味をもった検定につ
いて調べてまとめる。（１２０分） 

【第 4 回】
5/2 

化粧品研究（商品概況）① 
 メイクアップ化粧品について 
 例えば、ファンデーションの種類と種類に応じた使
用について 
 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート③ 
本日の講義を参考にファンデーション以外で
興味にある化粧品について調べてまとめる。
（１２０分） 

【第 5 回】
5/9 

化粧品研究（商品概況）② 
 ヘアケア化粧品について 
 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート④ 
本日の講義を参考に興味のあるヘアケアプロ
ダクツを調べてまとめる。（１２０分） 

【第 6 回】
5/16 

化粧品業界の人材育成 
 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート⑤ 
ゼネラリストまたはスペシャリスト、どちら
を目指すのか、その理由も含めてレポートす
る。（１２０分） 

【第 7 回】
5/23 

化粧品ビジネスの経営戦略とマーケティング（商品・
価格・広告販促等） 
 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート⑥ 
二人一組でアフターコロナで売れる化粧品を
考えてパワーポイントを作成。（１８０分） 

【第 8 回】
5/30 

化粧品ビジネスの海外戦略 
 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート⑦ 
海外進出している化粧品の中から興味を持っ
たブランドについて調べてまとめる。（１２



０分） 
【第 9 回】
6/6 

化粧品研究 特別講話①（ベースメイクの理論） 
 

持参物：メモ用紙とパソコン 

【第 10 回】
6/6 

化粧品研究 特別講話② （毛穴に特化したベースメ
イク理論及びメイク化粧品について） 
  
 

持参物：パソコン 
アサインメント：レポート⑧ 
特別講話①②について、学んだことや感想を
レポートにまとめる。（１２０分） 

【第 11 回】
6/20 

化粧品事業を⽴ち上げてみよう！（グループワーク
①） 

持参物：パソコン 
アサインメント：グループでまとめる作業 

【第 12 回】
6/27 

グループワーク② 
持参物：パソコン 
アサインメント：グループでまとめ、発表の
準備をする。（１２０分） 

【第 13 回】
7/4 

グループワーク③ 発表 グループ発表での指摘事項をふまえて修正、
提出。 

【第 14 回】
7/11 

最終課題 課題１．または２．を選択し作成 アサインメント：最終課題をまとめる。（１
２０分） 

【第 15 回】
7/25 

・最終課題提出  
・授業アンケート 

最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS101-
Y01 

2.科目名 発想法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
本科目では、常識や既存の枠組みにとらわれず、新しく創造的な発想を⽣み出すためのマイ
ンドセットおよび発想の手法を身につけることを目的としています。 
【科目の概要】 
SDGs やウエルビーイングといった価値観だけでなく、少子高齢化や経済不況、さらに天災
やコロナ禍などの災害も含めて、現代社会はさまざまな要素に影響されながら急速に変化し
続けています。そうした社会において観光は従来の枠組みにとらわれない「新しい価値の提
供」がかつてなく求められるようになってきました。この授業では、皆さん一人ひとりのモ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP と関連しています。 
(3) 多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力 （多様性理解） 
(6) 専門的知識・技能の活用力 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①新しいアイディアを⽣み出す発想法とロジカルシンキングの違いを説明できる。 
②個人でのアイディアの発想法を実践できる。 
③グループでのアイディアの発想法を実践できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

佐宗邦威『直感と論理をつなぐ思考法』ダイヤモンド社、2019 年 
加藤昌治『考具 ―考えるための道具、持っていますか?』CCC メディアハウス、2003 年 
木村尚義『ずるい考え方 カタい頭がやわらかくなる発想トレーニング』あさ出版、2011
年 
細谷功『アナロジー思考』東洋経済新報社、2011 年 

21.成績評価 

本科目の成績評価は以下の観点で行います。 
個人課題   ・・・30％  【学習目標①②に対応】 
グループ課題 ・・・30％  【学習目標①③に対応】 
最終課題   ・・・40％  【学習目標①②③に対応】 
※ルーブリック評価表を使用します。 

22.コメント 

社会に出ると、既存の常識にとらわれない新しいアイディアが求められることがあります。
しかし「新しいアイディア」とはいったいどのようにして⽣み出されるのでしょうか。皆さ
んのなかには、新しいアイディアを思いつくことが苦手だ、という人は多いのではないかと
思います。この授業では、できるだけ頭をリラックスさせてください。「これはあり得ない
だろう」という『線引き』を取り払うところからスタートしましょう。この授業で楽しく豊
かな発想力を育ててください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算出
の方法・進め 

予習：シラバスをよく読んでおくこと 



方の確認、受講上の留意点などについて） 
・個人ワーク：頭の体操 
・グループワーク：『新しいアイディア』とは？ 

第 2 回 
ロジカルシンキングとラテラルシンキング 
・個人＆グループワーク：ラテラルシンキングを試し
てみよう 

予習：ロジカルシンキングとラテラルシンキ
ングについて調べてくる。 
 

第 3 回 
ビジネス現場で求められる発想力 
※外部講師（大手広告代理店）※予定 

予習：広告代理店の仕事について調べてく
る。 
復習：類似語連想を毎日数回実践する 

第 4 回 

さまざまな発想法の類型  
①類似発想法 
・個人ワーク＋グループワーク 
 

予習：類似発想法について調べてくる。 
復習：前回の外部講師の講演の内容で勉強に
なった点を振り返る。 

第 5 回 
さまざまな発想法の類型 
②強制発想法 
・個人ワーク＋グループワーク 

予習：強制発想法について調べてくる。 
復習：類似発想法を練習し、課題シートを提
出する。 
・・・個人課題① 

第 6 回 
さまざまな発想法の類型 
③図による発想法 
・個人ワーク＋グループワーク 

予習：図による発想法について調べてくる。 
復習：強制発想法を練習し、課題シートを提
出する。・・・個人課題② 

第 7 回 
さまざまな発想法の類型 
④整理分析による発想法 
・個人ワーク＋グループワーク 

予習：整理分析による発想法について調べて
くる。 
復習：図による発想法を練習し、課題シート
を提出する・・・個人課題③ 

第 8 回 

個人アイディア発表と振り返り 
・各自のアイディアを全体で共有します。 
・さまざまなアイディアをみて、自身の参考になるこ
とをまとめます。 

課題⑤：個人アイディアコンテストのための
アイディアをまとめてくる。 
復習：整理分析による発想法を練習し、課題
シートを提出する・・・個人課題④ 

第 9 回 

グループでの発想法の活用 
①発散的手法 
・グループワーク 
 

予習：ブレインストーミングやゴードン法な
どの発散的手法について調べてくる。 
復習：前回の個人アイディア発表について気
づきをまとめる。 

第 10 回 
グループでの発想法の活用 
②収束的手法 
・グループワーク 

予習：KJ 法やセブンクロス法などの情報の
整理法について調べてくる。 
復習：発散的手法のグループワークでできた
こと・できなかったことをまとめておく。 

第 11 回 
グループでの発想法の活用 
③強制的発想法 
・グループワーク 

予習：はちのすノートやエクスカーションな
ど強制的なアイディア発想法について調べて
くる。 
復習：収束的な手法グループワークでできた
こと・できなかったことをまとめておく。 

第 12 回 

最終アイディア発表に向けた準備① 
・グループごとに分かれ、与えられたテーマに基づい
て独創的なアイディアを構想する。 
 

復習：これまでに学んだ発想法のポイントを
振り返っておく。 

第 13 回 
最終アイディア発表に向けた予備発表会 
・グループごとにアイディア原案を発表 

予習：最終アイディアの仮案についてプレゼ
ン資料をまとめてくる。 



・参加者による評価 復習：授業で学んだ発想法を振り返り、練習
してくる。 

第 14 回 
アイディア発表の準備作業② 
・グループに分かれて最終発表の準備をします。 

予習：最終発表のアイディアをグループで議
論し、まとめてくる。 
復習：発表を振り返り、ブラッシュアップの
ためのポイントを整理する。 

第 15 回 

アイディア発表と振り返り 
①各グループで考えたアイディアの発表 
 それぞれのアイディアについて参加者全員で評価を
します。 
②授業全体の振り返り 
 

課題⑥：最終アイディアをまとめてくる。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS201-
A01 

2.科目名 ビジネスコミュニケーション技法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上村和美 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

専攻推奨
科目 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本講義では、コミュニケーションの基礎から学び、実践に役⽴つようワークショップ形式で
ビジネスコミュニケーションの技を身につけます。 
【概要】 
 ビジネスコミュニケーションとは、仕事上の思考や知識を意思伝達するもので、人間関係
力の強化を目指すものです。具体的には、ビジネスマナー、コーチング、ファシリテーショ
ン等がそれにあたります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
①ビジネスマナーの基本を知り、実践できるようになる。 
②ビジネスの場面におけるコミュニケーションの必要性を知る。 
③グループワークのメリットを理解し、活用できるようになる。 
④インターンシップの心構えができるようになる。 
【経営学部 DP との関連】 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
社会のルールを守り、他者と協働しながら、組織や集団の目的達成に貢献することができ
る。 
（5）コミュニケーションスキル 
組織や集団の内外で、他者と意見を交わし調整することができる。 

19.教科書・教材 WebClass から配付する。 

20.参考文献 
「特別講義 コミュニケーション学」 藤巻幸夫 実業之日本社 2010 年 ISBN:978-4-
408-10830-8 

21.成績評価 

ワークシート：20％、 
社会人マナーまとめテスト：30％ 
PowerPoint によるプレゼンテーションの作成、発表、評価：20％ 
総括レポートの作成：20％ 
WebClass「社会人マナー」での予復習時間：10％ ※トータル時間が 1 時間以下は評価しな
い。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限（水竿館 2 階 ALR） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
4/13 

・ガイダンス 
・コミュニケーション力チェック 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コース＜1-1,1-2＞で予習する。（60 分）→
次回ビジネスマナーチェック① 

【第 2 回】 
4/20 

コミュニケーションとは？（1）  
・ビジネスマナーチェック①、ワークシート① 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜1-3 から 1-5＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック② 



【第 3 回】 
4/27 

コミュニケーションとは？（2）  
・ビジネスマナーチェック②、ワークシート② 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜1-6＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック③ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 4 回】 
5/11 

人間関係を築く（1）   
・ビジネスマナーチェック③、ワークシート③ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜2-1 から 2-3＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック④ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 5 回】 
5/18 

人間関係を築く（2） 
 ・ビジネスマナーチェック④、ワークシート④ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜3-1 から 3-3＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑤ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 6 回】 
5/25 

人間関係を築く（3）  
・ビジネスマナーチェック⑤、ワークシート⑤ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜3-4 から 3-7＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑥ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 7 回】 
6/1 

コラボレーションする（1）  
・ビジネスマナーチェック⑥、ワークシート⑥ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜3-8、3-9＞/復習する。（120
分）→次回ビジネスマナーチェック⑦ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 8 回】 
6/8 

コラボレーションする（2）  
・ビジネスマナーチェック⑦、ワークシート⑦ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜4-1 から 4-7＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑧ 
○WebClass 全学共通「正しい日本語入門」
コース＜第 3 章＞予習（60 分） 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 9 回】 
6/15 

プレゼン・交渉する（1） 
 ・ビジネスマナーチェック⑧、ワークシート⑧ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜4-9 から 4-11＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑨ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 10 回】 
6/22 

プレゼン・交渉する（2）  
・ビジネスマナーチェック⑨、ワークシート⑨ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜5-1＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック⑩ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 11 回】 
6/29 

プレゼン・交渉する（3）  
・ビジネスマナーチェック⑩、PPT でプレゼンテー
ションを作成する 

◆ノートパソコン持参 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 
○プレゼンテーション課題を作成し、発表練
習する。（300 分） 

【第 12 回】 プレゼン・交渉する（4）  ◆ノートパソコン持参 



7/6 ・第 11 回で作成したプレゼンテーションをグループ
内で発表する。 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜6-1＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック⑪ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 13 回】 
7/13 

教える・導く 
・ビジネスマナーチェック⑪、ワークシート⑩ 
 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜6-2＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック⑫ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 14 回】 
7/20 

感謝を伝える：お礼状の書き方  
・ビジネスマナーチェック⑫、ワークシート⑪ 
・総括レポートに関する説明 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで復習する。（120 分） 
○「総括レポート」を作成して、WebClass
に提出する。（300 分） 
○お礼状を完成させる。（120 分） 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 15 回】 
7/27 

まとめ 
・ビジネスマナーチェックまとめテストの実施  
・授業アンケートの実施 

○「総括レポート」を作成して、WebClass
に提出する。（300 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS201-
M01 

2.科目名 ビジネスコミュニケーション技法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上村和美 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

専攻推奨
科目 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本講義では、コミュニケーションの基礎から学び、実践に役⽴つようワークショップ形式で
ビジネスコミュニケーションの技を身につけます。 
【概要】 
 ビジネスコミュニケーションとは、仕事上の思考や知識を意思伝達するもので、人間関係
力の強化を目指すものです。具体的には、ビジネスマナー、コーチング、ファシリテーショ
ン等がそれにあたります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
①ビジネスマナーの基本を知り、実践できるようになる。 
②ビジネスの場面におけるコミュニケーションの必要性を知る。 
③グループワークのメリットを理解し、活用できるようになる。 
④インターンシップの心構えができるようになる。 
【経営学部 DP との関連】 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
社会のルールを守り、他者と協働しながら、組織や集団の目的達成に貢献することができ
る。 
（5）コミュニケーションスキル 
組織や集団の内外で、他者と意見を交わし調整することができる。 

19.教科書・教材 WebClass から配付する。 

20.参考文献 
「特別講義 コミュニケーション学」 藤巻幸夫 実業之日本社 2010 年 ISBN:978-4-
408-10830-8 

21.成績評価 

ワークシート：20％、 
社会人マナーまとめテスト：30％ 
PowerPoint によるプレゼンテーションの作成、発表、評価：20％ 
総括レポートの作成：20％ 
WebClass「社会人マナー」での予復習時間：10％ ※トータル時間が 1 時間以下は評価しな
い。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限（水竿館 2 階 ALR） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
4/12 

・ガイダンス 
・コミュニケーション力チェック 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コース＜1-1,1-2＞で予習する。（60 分）→
次回ビジネスマナーチェック① 

【第 2 回】 
4/19 

コミュニケーションとは？（1）  
・ビジネスマナーチェック①、ワークシート① 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜1-3 から 1-5＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック② 



【第 3 回】 
4/26 

コミュニケーションとは？（2）  
・ビジネスマナーチェック②、ワークシート② 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜1-6＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック③ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 4 回】 
5/10 

人間関係を築く（1）   
・ビジネスマナーチェック③、ワークシート③ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜2-1 から 2-3＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック④ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 5 回】 
5/17 

人間関係を築く（2） 
 ・ビジネスマナーチェック④、ワークシート④ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜3-1 から 3-3＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑤ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 6 回】 
5/24 

人間関係を築く（3）  
・ビジネスマナーチェック⑤、ワークシート⑤ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜3-4 から 3-7＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑥ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 7 回】 
5/31 

コラボレーションする（1）  
・ビジネスマナーチェック⑥、ワークシート⑥ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜3-8、3-9＞/復習する。（120
分）→次回ビジネスマナーチェック⑦ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 8 回】 
6/7 

コラボレーションする（2）  
・ビジネスマナーチェック⑦、ワークシート⑦ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜4-1 から 4-7＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑧ 
○WebClass 全学共通「正しい日本語入門」
コース＜第 3 章＞予習（60 分） 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 9 回】 
6/14 

プレゼン・交渉する（1） 
 ・ビジネスマナーチェック⑧、ワークシート⑧ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜4-9 から 4-11＞/復習する。
（120 分）→次回ビジネスマナーチェック⑨ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 10 回】 
6/21 

プレゼン・交渉する（2）  
・ビジネスマナーチェック⑨、ワークシート⑨ 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜5-1＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック⑩ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 11 回】 
6/28 

プレゼン・交渉する（3）  
・ビジネスマナーチェック⑩、PPT でプレゼンテー
ションを作成する 

◆ノートパソコン持参 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 
○プレゼンテーション課題を作成し、発表練
習する。（300 分） 

【第 12 回】 プレゼン・交渉する（4）  ◆ノートパソコン持参 



7/5 ・第 11 回で作成したプレゼンテーションをグループ
内で発表する。 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜6-1＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック⑪ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 13 回】 
7/12 

教える・導く 
・ビジネスマナーチェック⑪、ワークシート⑩ 
 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで予習＜6-2＞/復習する。（120 分）
→次回ビジネスマナーチェック⑫ 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 14 回】 
7/19 

感謝を伝える：お礼状の書き方  
・ビジネスマナーチェック⑫、ワークシート⑪ 
・総括レポートに関する説明 

○WebClass 全学共通「社会人マナー入門」
コースで復習する。（120 分） 
○「総括レポート」を作成して、WebClass
に提出する。（300 分） 
○お礼状を完成させる。（120 分） 
○返却されたワークシートで復習する。（30
分） 

【第 15 回】 
7/26 

まとめ 
・ビジネスマナーチェックまとめテストの実施  
・授業アンケートの実施 

○「総括レポート」を作成して、WebClass
に提出する。（300 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS202-
M01 

2.科目名 コミュニティビジネス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上山修一 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
地域マネジメント分野
の実務経 
験のある教員による授
業 
 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

コミュニティビジネスとは、地域資源を⽣かしながら、地域課題の解決を「ビジネス」の手
法で取り組むもので、国内だけ でなく世界中で発展していく可能性がある。（発展しつつあ
る） 
これを経営モデルのひとつとして理解するとともに具体的なイメージを持つことを目的とす
る。 
地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用
の創出、働きがい、⽣きがいを⽣み出し、地域コミュニティや、地域産業の活性化に寄与
し、少子高齢化、過疎化、地域産業の 衰退など複雑で多様な課題を解決できることを学修
する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスを理解し、その社会的重要性を学ぶ。 
実際にコミュニティビジネスの事業計画を⽴てて、ビジネスモデルを作りあげることを目標
とする。 
学習目標① コミュニティビジネスについて、多様な背景から基本的な内容を説明できる。 
学習目標② コミュティビジネスの基本的課題について説明できる。 
学習目標③ 簡単な、「コミュニティビジネス」を企画できるようになる。 
 

19.教科書・教材 適宜、簡単なレジメを授業中に配布する。 
20.参考文献 必要に応じて、適宜紹介をします。 

21.成績評価 

原則、 
① コミュニティビジネスについて、基本的な内容や基本的課題を説明できる：?中間レポー
ト５０% 
②コミュニティビジネス（CB）に影響を与える環境や、CB を成⻑させていくための方法な
どが説明できる： ?最終総括試験：５０％ 
※最終総括試験は、感染症の状況等により、場合により、レポート課題に変更する可能性も
ある。 

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

 

【第 1 回】・ガイダンス 
・コミュニティビジネス（CB）とは何かについて
（CB の概要について） 
社会的、地域的な問題解決を図る手段として有効なコ
ミュニティビジネスの概要を把握します。 

 



・主として貧困を抱える開発途上国で急速に発展しつ
つあるコミュニティビジネスが、なぜ必要とされ、進
展しつつあるのか、コミュニティビジネスの世界の潮
流も理解します。 
 

 

【第 2 回】コミュニティビジネスの基本ポイント① 
コミュニティビジネスの基本的な要件について、多様
な角度から理解を深めま す。 
 

 

 

【第 3 回】ミュティビジネスの基本ポイント② 
前回に続いて、コミュニティビジネスの基本的な要件
について、多様な角度から  理解を深めます。 
  
 

 

 

【第 4 回】コミュニティビジネスの事例 について 
コミュティビジネスの主要分野の事例を把握し、どの
ような具体的な事例があるか。 
 

 

 

【第 5 回】コミュニティビジネスの成功と評価ポイ
ント 
コミュティビジネスが成功するポイントとその評価ポ
イントについて、事例等をも とに理解します。 
 

 

 

【第 6 回】住⺠主導による地域づくり 
地域主体の地域づくりは、農山村部、都市部、観光地
などの各地で展開されていいる活動を事業の視点から
課題を学ぶ。 
 

 

 

【第 7 回】コミュティビジネスの展望と課題 
コミュティビジネスの起業に向けた取り組みととも
に、働き方のユニバーサルデザイン、ソーシャルイン
クルージョン(社会的内包)を踏まえた次世代を担う社
会 的企業のあり方について考える。 
 

 

 

【第 8 回】新しい公共のあり方 
新たな公共の構築に向けて、コミュニティビジネスを
基軸にコミュニティ戦略を構築していくことが重要、
そのため社会変革の視点を提示し 21 世紀のコミニテ
ィについて考える。 
★中間レポート課題を提示予定（課題テーマは適宜設
定する） 
 

 

 

【第 9 回】コミュニティをつくる方法と、ビジネス
への展開について① 
それらを活かしたビジネスへの発展の仕方を学ぶ。 
 

 

 
【第 10 回】コミュニティをつくる方法とビジネスへ
の展開について②  

 



具体的なコミュニティをつくる上での個人的な考え方
から方法論を学ぶとともに、それらを活かしたビジネ
スへの発展の仕方を学びます 
 

 

【第 11 回】SDGs と、クラウドファンディングにつ
いて 
コミュニティビジネスと SDGs とクラウドファンデ
ィング概要について理解し、今後のグローバルな課題
の解決に向けて、コミュニティビジネスが果たす役割
を考える。 
 

 

 
【第 12 回】 
・地域資源バンク構想について 

 

 
【第 13 回】 
・SDGs の内容について解説することと、それが社会
に与える影響を解説する。 

討議後において、各自は、パワーポイントを
素案を完成させる。 

 

【第 14 回】 
・クラウドファンディングの内容・具体事例を理解
し、今後のグローバルな課題の解決に向けて、コミュ
ニティビジネスが果たす役割を考える。 
・ソーシャルビジネスとは何かを解説する。 

各自は、パワーポイントをブラッ シュアッ
プ(改善修正追記等）します。 

 

【第 15 回】総括試験 
１４回までの講義内容や、事例内容を踏まえて、総括
試験を実施します。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS203-
Y01 

2.科目名 ビジネスプレゼンテーション 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越知昌賜 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
この科目はビジネスにおけるプレゼンテーション能力を修得することを目的とする。 
概要： 
ビジネスのシーンにおいて実際に直面する状況を想定し、Sell Yourself と Sell Your 
Business という 2 つのステージを設定する。その設定の中で、自分自身を企業やクライア
ントへいかに売り込むか、また自分が創出したビジネスを機関投資家などへどのように説明
し賛同を得ることが出来るのかを、想定演習の中で実施しそのスキルを修得する。 
ビジネスにおけるプレゼンテーションは企画・構想・決済といった様  々

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、学科 DP における（１）自⽴性、（４）問題発見・解決力、（５）コミ
ュニケーションスキル（6）専門的知識・技能の活用力に該当し、 
学習目標は、 
①プレゼンタ―ションの対象者の研究と考察を学ぶ→（４）問題発見・解決力、（6）専門的
知識・技能の活用力 
②プレゼンテーションのコンテンツについての論理的構築手法を獲得する→（１）自⽴性、
（４）問題発見・解決力 
③提案の論拠や課題の検証を行えるようになる→（４）問題発見・解決力、（５）コミュニ
ケーションスキル 
④説得力のあるプレゼンテーションを実施するとともに、聴取者からの質疑への的確な対応
力を身に付ける→（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキル 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 １．「ビジネスモデル・ジェネレーション ワークショップ」今津美樹 翔泳社 
２．「起業の科学 スタートアップサイエンス」田所雅之 日経 BP 社 

21.成績評価 

１．講義レポート・研究調査及び発表（30％）  
２．ワークへの参加態度・発表内容（20％） 
３．プレゼンテーション１「Sell Yourself」企画・構成と発表（10％） 
４．プレゼンテーション２（最終課題）「Sell Your Business」企画・構成と発表（40％） 
 

22.コメント 調査・ワーク・資料作成に使用するので PC 持参すること 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

 
・イントロダクション 
・Game Change 変革する経済とマーケット 

講義内課題：Game Change の背景にある要
因 
講義レビューと自家への復習 

第 2・3 回 

・ガイダンス 
・Sell Yourself について 
・自分を企業に売り込むとは？ 
・課題の発表・ワーク 

課題：対象企業への売り込み 
選択要因、自分の強みなど 
 



第 4・5 回 
・勤めてみたい希望企業の調査と sell yourself 
・事業分野と該当企業 
・課題の発表・ワーク 

課題：事業分野の絞り込みと企業選択 
プレゼン１に向けての予習 

第 6・7 回 
・sell yourself プレゼンテーションの準備 
・準備ワーキング 
・プレゼンテーション実施（第 7 回講義） 

プレゼンテーション１「sell yourself」の準
備と実施 

第 8・9 回 

仮想事業プロジェクト 
・Sell Your Business あなたの事業を売り込む 
・スタートアップとスモールビジネス 
・課題：スタートアップビジネス研究 
・課題発表とワーク 

課題の発表と準備 
仮想起業プロジェクトの復習と予習 

第 10・11 回 

・起業のアイデア 
・ビジネス課題の質と課題へのフォーカス 
・課題：自分が抱える課題からビジネスを発想する 
・課題の発表とワーク 

・課題：「自分が抱える課題からビジネスを
発想する」の準備 
講義復習と予習 
 

第 12・13 回 
・スタートアップの原則 
・各自のビジネスアイデアの検証 
・課題の発表・ワーク 

講義：各自のアイデアのビジネス検証 
発表の準備と復習 
 

第 14・15 回 

アイデアの検証 
・タイミングと再定義 
・市場環境の流れを読む 
・ポストコロナのビジネスアイデア 
・課題：あなたが考えるポストコロナのビジネスアイ
デアとは？ 
・課題の発表とワーク 

課題：あなたが考えるポストコロナのビジネ
スアイデアとは？準備 
講義の復習と予習 
 

第 16・17 回 

PEST 分析とフレームワーク分析 
・PEST 分析で次の兆しを探す 
・フレームワークからアイデアを検証する 
・課題：ユニコーン企業に勝つビジネスモデルを考え
る 
・課題の発表とワーク 

課題：ユニコーン企業に勝つビジネスモデル
を考える 
講義の復習と予習 

第 18・19 回 

スタートアップ研究 
・スタートアップの成⻑プロセス 
・スタートアップのビジネスモデル 
・課題：ビジネス化に必要な資金とその資金調達の方
法 
・課題の発表とワーク 

課題：ビジネス化に必要な資金とその資金調
達の方法 
課題への調査と準備 

第 20・21 回 

仮想起業プロジェクト 最終プレゼンテーションの準
備 
・テーマの絞り込み 
・競合企業の調査 
・競争力の発見 
・課題の発表・ワーク 

課題の準備（競合・競争力の調査） 

第 22・23 回 

リーンキャンバス 
・リーンキャンバスでビジネスを具現化する 
・リーンキャンバスの作成 
・各自ビジネスのリーンキャンバス発表 

リーンキャンバスの研究 
自分ビジネスのリーンキャンバス作成 
 



第 24・25 回 
 

ナインセル 
・ナインセルのロジック 
・事例研究 
・自分ビジネスのナインセル作成 
・ナインセルの発表・ワーク 

ナインセル研究 
自分ビジネスのナインセル作成 

第 26・27・
28 回 

プレゼンテーションについての説明 
・アウトライン説明 
・事例紹介 
・課題：プロジェクト概要とマーケットの裏付け 
・課題発表（27 回） 
・発表への準備作業（28 回） 

課題：プロジェクト概要とマーケットの裏付
けの準備 
最終発表の準備 

第 29・30 回 
最終発表 29 回・30 回 
・Sell Your Business プレゼンテーション 
・振り返り 

最終発表 
必ず発表者に対する質問・コメントを行うこ
と 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS205-
Y71 

2.科目名 通訳入門 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三島篤志 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 TOEIC600 点以上のスコア保持者 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
英語と日本の間の初歩的なな通訳能力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
通訳には起点言語の理解、言語変換、目標言語での訳出という一連の作業をバランス良く行
える力が必要です。授業では、このような通訳の前提となる、日英両言語の瞬発力をつける
練習を行いながら、様々な場面を想定した通訳練習を集中的に行います。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプローマポリシー）の（５）コミュニケーションスキルの学
修に関連しています。 
＊大学⽣にとって日常的な話題（世界情勢など時事的な話題を含む）について英語で聞き取
ることができる 
＊上記の話題について、英語から日本語への初歩的な同時通訳ができる。 
＊上記の話題について、英語から日本語への初歩的な逐次通訳ができる。 

19.教科書・教材 講師が適宜プリントを配付 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

＊授業中に行う小テスト 30％ 
＊授業中小課題（レポート）20％ 
＊最終授業での通訳パフォーマンス試験 （自己分析レポート含む） 50％ 
        
 

22.コメント 通訳に強い関心があり、課題に積極的に取り組む意思のある学⽣の受講を歓迎します。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応します。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
イントロダクション 
通訳とは 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 2 回 
通訳基礎訓練（１）ーQuick Response ／シャドーイ
ング（ペアワーク含む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 3 回 
通訳基礎訓練（２）ーLagging ／リピーティング
（リプロダクション）／リスニングにおける予測（ペ
アワーク含む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 4 回 
通訳基礎訓練（３）ースラッシュリーディング／サマ
リー／数字の聞き取り（ペアワーク含む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 5 回 同時通訳演習（１）ー順送り通訳／サイトトランスレ
ーション（ペアワーク含む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 6 回 同時通訳演習（２）ー同時サイトトランスレーショ
ン・同時通訳①（ペアワーク含む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 



第 7 回 
同通通訳演習（３）ー同時サイトトランスレーショ
ン・同時通訳②（ペアワーク含む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 8 回 
同時通訳演習（４）ー同時サイトトランスレーショ
ン・同時通訳③（ペアワーク含む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 9 回 同時通訳のモデルーなぜ人間は同時通訳ができるの
か？ 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 10 回 
逐次通訳演習（１）ーメモなし逐次通訳（ペアワーク
含む） 

 

第 11 回 
逐次通訳演習（２）ーメモの取り方（ペアワーク含
む） 

今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 12 回 逐次通訳演習（３）ー逐次通訳①（ペアワーク含む） 
今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 13 回 逐次通訳演習（４）ー逐次通訳②（ペアワーク含む） 今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 14 回 逐次通訳演習（５）ー逐次通訳③（ペアワーク含む） 今回の授業の復習 
次回の授業の予習 

第 15 回 
通訳パフォーマンス試験 
授業の振り返り 

パフォーマンス試験の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS206-
Y01 

2.科目名 ビジネスモデル・デザイン 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門教育科目/国際ビジ
ネスの実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
2 年⽣以上（2021 年度
入学⽣以前） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

統計学、コンピュタリテラシー、リサーチ
入門、経営学概論、マーケティング論を履
修済みであること。発想法、思考法、マー
ケットリサーチオ、プレゼンテーションⅠ
を履修済み、あるいは併行して履修するこ
とが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義 
アクティブラーニング導入科目（学外調査
活動、インタビュー、ディスカッション、
ブレスト、プレゼンテーション） 

16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目では、ビジネスモデル・キャンバスという手法をベースに、顧客の欲求を満
足させる、あるいは、顧客の抱える問題を解決するために、価値を創造し、その価値を顧客
に伝え、提供し、顧客の評価を知る仕組み、方法であるビジネスモデルをデザイン（構築）
するために必要な、考え方やスキルを修得することを目的としています。 
絶えず変化する社会構造、市場環境の中でビジネスモデルも刻々と変化しています。そうし
た変化にも対応し、社会的なニーズに対応しながら革新的なビジネスモデルを創造できる力
の獲得をめざします。 
【概要】 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の（４）問題発見・解決力、（６）専門
的知識・技能の活用力に関連しています。 
学修目標は次の通りです。 
①マーケティングおよびビジネスモデルについてわかりやく説明することができる。 
②ビジネスモデル・キャンバスについて理解し、わかりやく描くことができる。 
③デザイン思考に必要な技術を用い、有効かつ斬新なアイデアを⽣み出し、魅力的なコンセ
プト・メイキングを行うことができる。 
④いくつかの調査手法を用い有効なマーケットリサーチを行い、分析し、ビジネスモデル・
デザインに活用することができる。 
⑤ビジネスモデルキャンバス手法を用い、有効かつ斬新なビジネスモデルをデザインするこ
とができる。 
⑥わかるやすく印象に残るプレゼンテーションを行うことができる。 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 

・『ビジネスモデル・ジェネレーション』 アレックス・オスター・ワイルダー著 翔泳社 
・『ビジネスモデル・プロポジション・デザイン』 アレックス・オスター・ワイルダー著 
翔泳社 
・『ハイパワーマー・ケティング』 ジェイ・エイブラハム著 角川書店 
 

21.成績評価 ①課題 1（個人ワーク）…5 点【学修目標③に対応（ルーブリックにより評価）】 



②確認試験…10 点【学修目標①②に対応】 
③課題２（個人ワーク）…10 点【学修目標②に対応（ルーブリックにより評価）】 
④課題３（個人ワーク）…10 点【学修目標④に対応（ルーブリックにより評価）】 
⑤課題４（個人ワーク）…15 点【学修目標④に対応（ルーブリックにより評価）】 
⑥課題５（グループワーク）…20 点【学修目標①②③④⑤に対応（ルーブリックにより評
価）】 
⑦課題６（個人ワーク）…30 点【学修目標①②③④⑤⑥に対応（ルーブリ 

22.コメント 

・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 
・ビジネスモデル・デザインを学ぶ過程で、多様な視点を持つ、柔軟な発想ができる、「常
識」や「日常」に疑問を持てる、顧客の気持ちに寄り添える、相手を説得できる、深い思考
ができる、自分の意見を発信し他者の意見を傾聴し建設的な意見交換ができる。そんなビジ
ネスの基本的な力を培ってもらいたいと考えています。 
・エクセル、ワード、パワーポイント、ネット検索のスキルが必要となります。 
・現地調査は市内中心部で行う予定です。調査期間を定めますので、その期間中に日程を調
整し、休日、授業時間外に実施してもらいます。 

23.オフィスアワー 木曜日（４限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

《ブロック１》基礎を固める Ground Works 
①イントロダクション 
授業目的、学習目標、評価方法、評価基準について理
解しましょう。 
②講義：「マーケティングとビジネスモデル」 
基本となるマーケティング、ビジネスモデル、マネジ
メント、マーケット、ブランディング、ＵＳＰ、リス
クリバーサルなど基本的な知識について復習し、あら
ためて理解しましょう。 
 

・復習 
次回授業で再度デザイン思考の個人ワークを
行いますので、練習をしておいて下さい。 
・持参 
ノートと筆記用具 

第 2 回 

《ブロック１》基礎を固める Ground Works 
①講義：「デザイン思考」 
デザイン思考の基本知識を学んだ上で、ケーススタデ
ィを通じて、実際のアイデア・クリエイティングのポ
イントを理解します。アイデア出し、アイデアの絞り
込みと磨き上げのワーク（個人ワーク、グループワー
ク）を繰り返し行い、柔軟で常識にとらわれない発想
力、発信力、チーム・ビルディングによる魅力的なコ
ンセプト・メイキングができる力を身につけましょ
う。 

【課題１】 
アイデア出しとコンセプトメイキングの課題
を出します。レポートを作成し、提出して下
さい。 
・持参 
ノートと筆記用具 

第 3 回 

《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
①講義：「顧客セグメント、価値創造、収益の流れ」 
様々なビジネスモデルの例を通じて、ビジネスモデ
ル・キャンバスの手法を理解します。 

・復習 
ビジネスモデル・キャンバスの各パートの意
味とパート間の関連性を理解し、説明できる
か確認して下さい。 
・持参 
ノートと筆記用具 

第 4 回 

《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
①講義：「チャネル、顧客関係」 
様々なビジネスモデルの例を通じて、ビジネスモデ

・持参 
ノートと筆記用具   
・復習 
ビジネスモデル・キャンバスの各パートの意



ル・キャンバスの手法を理解します。  
 

味とパート間の関連性を理解し、説明できる
か確認して下さい。 

第 5 回 

《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
①講義：「主要活動、経営資源、パートナー、コスト
構造」 
様々なビジネスモデルの例を通じて、ビジネスモデ
ル・キャンバスの手法を理解します。 

・持参 
ノートと筆記用具   
・復習 
ビジネスモデル・キャンバスの各パートの意
味とパート間の関連性を理解し、説明できる
か確認して下さい。 

第 6 回 

《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
【確認試験】 
ブロック１及びブロック２で学んだことをどこまで理
解できているかを確認する試験を行います。理解度が
不足している方を対象に補講を行います。 

・持参品 
確認試験には手書きノートのみ持ち込み可と
します。 
 

第 7 回 

《ブロック３》ビジネスモデル・デザイン 
Business Model Design 
①講義：「カスタマープロファイリングとバリュープ
ロポシション・デザイン」 
顧客のインサイト、ニーズを的確に把握するためのカ
スタマー・プロファイリングとそのプロファイリング
にフィットする価値提案をデザインする基本的な考え
方とスキルを学びます。 
 

・持参 
ノートと筆記用具 
【課題 2】 
・各自、カスタマーズプロファイリングとバ
リュープロポジション作成し、次の授業まで
に提出します。   
 

第 8 回 

《ブロック３》ビジネスモデル・デザイン 
Business Model Design 
①グループワーク：各自が考えた「カスタマーズプロ
ファイリング」を持ちより、ブレストを通じて一つに
絞り込む過程を通じて、プロファイリングのスキル、
デザイン思考、ブレスト・スキルを実践的に身につけ
ます。②グループワーク：一つに絞ったカスタマー
ズ・プロファイリングにフィットする「バリュープロ
ポジション」をグループ・ブレストを経てデザインす
る過程で講義で学んだ知識を実践的スキルとして身に
つけます。 

・持参 
ノートと筆記用具   
 

第 9 回 

《ブロック３》ビジネスモデル・デザイン 
Business Model canvas 
①講義：調査課題の発見と予備調査の方法 
アイデアを具体化するためには、何を調べればよいの
か、調査課題を多角的に考えます。 
②グループワーク：絞り込んだバリュープロポジショ
ンの具体化のために何を調査すれば良いのかをブレス
トし、明確化した調査課題を分担して調査します。 

・持参 
ノートと筆記用具   
・予習 
【課題３】各自分担した調査課題について調
査し、調査結果をレポートとして次回授業ま
でに提出します。 

第 10 回 

《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①グループワーク：グループでつくりあげたバリュー
プロポジションをインプルーブ（ブラッシュアップ）
するために、街に出かけて観察調査、インタビュー調
査を行います。ウエラブルカメラなども用いて、写真
や動画などビジュアルな素材も集めましょう。 

・持参 
ノートと筆記用具、写真撮影用機器   
【課題４】 
現地観察調査の結果の報告書を作成し、次回
授業までに提出します。 



第 11 回 
《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①グループワーク：調査結果に基づき、ビジネスモデ
ル・デザインの素案をキャンバスに描きます。 

【課題５】 
グループでまとめたビジネスモデルをビジネ
スモデル・キャンバスに描きます。（グルー
プワーク） 

第 12 回 

《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①発表＆評価：各グループがデザイン案を発表、全員
で評価・講評を行います。 
②最終デザインの課題発表： 
最終デザインの課題とプレゼン要件を発表します。 

【課題６】 
最終課題を発表しますので、その課題を解決
するビジネスモデルをデザインし、ビジネス
モデルキャンバスを含むプレゼンテーション
資料を作成し、第１５回授業までに提出して
下さい。 

第 13 回 

《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①現地調査：最終課題の舞台となる地域（神⼾市内）
に出かけ、アイデア（仮説）の検証のために、インタ
ビューやアンケートなど現地調査を行います。（原
則、個人ワークです。休日や授業時間外に実施しま
す。） 

・持参 
各自調査に必要な用具を用意して下さい。現
地集合・現地解散、雨天決行です。 

第 14 回 

《ブロック４》 
①講義：資料の作り方、発表の仕方など、プレゼンテ
ーション・スキルについてポイントを理解します。 
②個人ワーク：プレゼン資料を作成します。写真、動
画等を効果的に使います。 

 

第 15 回 
《ブロック４》 
①発表+審査：デザインを発表してもらい、審査・評
価・講評を行い、最優秀作品を選定します。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS304-
Y01 

2.科目名 ビジネスマナー 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山美佐子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
英語コミュニケーション学科 
国際コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

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

16.履修制限 

本講座は、主に実習を中心に「身につける」トレーニングをしますので、履修人数を 30 人
までに制限します。 
30 名を超えた場合は、第 1 回目の初講を受講した学⽣から選考しますので、受講希望学⽣
は、第一回目の講義に必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】ビジネスマナーは、社会人がビジネスシーンで普通に使っている言葉や行動であ
り、いわば社会人として当たり前の常識でもある。本講座では、「学⽣と社会人の違い」を
知り、インターンシップ先や実習先で、社会人として振る舞えるレベルのビジネスマナーの
基本を学び、身につけることを目的とする。 
【概要】 
○ マナーは『見せかけ』ではない。マナーの本質は、『相手を大切に思う心づかい』にあ
る。しかし、「心」や「内面での思い」は言葉や行動など、相手に伝わる「形」に『表現』
しないと人には伝わらない。ビジネスコミュニケーシ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性、（５）コミュニケーショ
ンスキルの学修に関連しています。 
本授業では、ビジネスマナーの意義や背景を理解し、社会人としての基本のマナーやルール
を身につけるために学ぶ。知識として知るだけにとどまらず、大学内外の⽣活の中で実行で
きることで成果を出す。また、職場実習・インターンシップ先で、その場・その時・その相
手に適切なマナーコミュニケーションを意識し、仕事の場にふさわしい⽴ち居振る舞いがで
きることをめざす。 
本科目の学習目標は、次のとおりです。 
①社会人として、正しい言葉づかい・ビジネス応対用語・敬語を話す 
②話し言葉との違いを知り、ビジネス文書・ビジネスメールを正しい様式と言葉づかいで書
ける 
③ビジネス電話の基本を知り、電話を受け、担当者に取り次ぐことができる。また、就活や
インターンシップなどに必要な電話での会話ができる。 
③ビジネス場面でのお迎え・案内・名刺交換・お茶接待・お見送りの一連の⽴ち居振る舞い
ができる 
④食事のマナーか和のマナーについて、自らが関心を持ったテーマで研究し、インストラク
ションする。 
 

19.教科書・教材 Webclass、または紙で、適宜資料を配布します。 

20.参考文献 

●「入社 1 年目ビジネスマナーの教科書」金森たかこ著 プレジデント社 
●「入社 1 年目ビジネス文書の教科書」⻄出ひろ子著 プレジデント社 
●「人は話し方が 9 割」永松茂久著 すばる舎 
●「敬語再入門」菊池康人著 講談社学術文庫 
他にも多数ありますので、授業内で紹介します。 



21.成績評価 

○ 小テスト 30％ 【学習目標①③】 
○ 提出物 10% 【学習目標②】 
○ 実技テスト（ご案内・名刺交換、お茶接待など） 30％ 【学習目標①③】 
○ レポート&プレゼンテーション 30％【学習目標①④】 
※それぞれのテーマ・課題内容については、授業内か Webclass で伝えます。 

22.コメント 
『知っているマナー』から『できるマナー』をめざします。実習学習が主になります。実技
やプレゼンテーションが多い講座を楽しみに受講ください。 

23.オフィスアワー 

〇授業中に質疑応答の時間が取れなかった場合は、Webclass のメッセージなどで、授業の
内容についての質問に対応します。 
〇授業についての連絡事項は、webclass の「お知らせ」「タイムライン」などで連絡しま
す。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

「ビジネスマナーとは」 
・ 基本姿勢「⽴ち方、座り方、⽴ち姿勢、座り姿
勢、お辞儀」の練習 
○ガイダンス・・・講座の進め方、講座受講の留意事
項などの説明 
 

※授業シラバスを必携のこと 
 

【第 2 回】 

「社会人としてのビジネスマナー」 
・基本姿勢の復習実習 
・マナー度チェック・・・今現在の自身のマナー度に
気づく 
・学内のマナー、公共の場でのマナー 

●前回までの復習（知識・実習） 

【第 3 回】 

「ことばづかい」① 
・丁寧語、尊敬語、謙譲語の使い分け 
・3 種類の敬語の例文づくり 
・間違いやすい敬語・・・ファミコン言葉 

●前回までの復習（知識・実習） 
●レポート課題に必要な本を探す（食事のマ
ナー：詳細は講座内でお伝えします） 

【第 4 回】 

「ことばづかい」② 
・接客応対用語 
・ワンランクアップの言葉づかい・・・・クッション
言葉、否定形、命令形の言い換え 
・人、会社の呼び方 
※3 種類の敬語小テスト 

●前回までの復習（知識・実習） 
●言葉づかい小テストの準備 

【第 5 回】 

※言葉づかい小テスト 
「ビジネス文書①」 
 宛名（様・御中・各位・等の使い分け）について 
 ・ はがきの書き方（実習） 
 ・ 往復はがきの書き方（実習） 
 ・ 封筒の書き方（実習） 

●前回までの復習（知識・実習） 

【第 6 回】 

「ビジネス文書②」 
 ・ 書き言葉と、話し言葉の違い 
 ・ ビジネス文書の種類と様式について 
 ・ 社外文書と、社内文書 の違い 

●前回までの復習（知識・実習） 

【第 7 回】 

「ビジネス文書③」 
 ・ 社外文書に使う、時候の挨拶・言葉について 
 ・ 頭語と結語 
  

●前回までの復習（知識・実習） 
●就職活動に使用するカバーレター作成 



 ・ 初めての社外文書 
   就職活動に使う「カバーレター」の作成（宿
題）  
「ビジネスメール」のマナー 
 ・ スマホアプリ（ラインなど）のプライベートチ
ャットや、プライベートメールと、ビジネスメールと
の違い 
 ・ 社会人として通用するビジネスメールの書き方 

【第 8 回】 

「ビジネス電話のマナー」 
 ・ 基本の受け方・かけ方 
 ・ 在席者への取次ぎ 
 ・ 不在の場合の対応と処理業務 
 ・ 様々な場合の電話対応  
「就職活動での電話マナー」 
 ・ 就活期間に気を付けること 
 ・ 問い合わせの電話など、就活シーンの電話練習 

●ビジネス文書 小テストの準備  
●前回までの復習 

【第 9 回】 

※ビジネス文書 小テスト 
「訪問と案内マナー①」 
 ・ 席次のマナー 
    応接室・会議室・和室・乗り物・エレベー
タ・階段など 
    いろいろなビジネスシーンでの席次について
学ぶ。 

●前回までの復習（知識・実習） 
 

【第 10 回】 

「訪問と案内のマナー②」 
 ・ 名刺のマナー 
   名刺の扱い方１０の注意点 
 ・ 名刺交換のマナー 
   基本の名刺交換と、同時交換 

●名刺入れ（または名刺入れの形状の代わり
のもの） 
●レポート提出 
●前回までの復習（知識・実習） 
 

【第 11 回】 

「訪問と案内のマナー③」 
 ・ 受付のマナー 
 ・ 案内のマナー 
 ・ 応接室でのマナー 
 ・ 辞去のマナー 
 ・ お茶出しと、お茶をいただくマナー 

●名刺入れ 
●ビジネスカバン 
●湯飲み・茶たく・お盆・ふきん（あればお
持ちください） 
●前回までの復習（知識・実習） 
 

【第 12 回】 

「訪問と案内のマナー④」 
 ・ 訪問→受付→案内→応接室→名刺交換→お茶接
待→辞去→お見送り 
   訪問側と、案内側のロールプレイ。一連のマナ
ー実習 

第 11 回と同じ 
●プレゼンテーションの準備 

【第 13 回】 

「食事のマナー」① 
・各自がレポート課題からプレゼンテーションする。 
（和食、箸、洋食、接待、パーティ、お酒、ワイン、
スィーツ、その他） 
※講評と追加説明 

●前回までの復習（知識・実習） 
●各自、プレゼンテーションに必要なもの 

【第 14 回】 

「食事のマナー」② 
・各自がレポート課題からプレゼンテーションする。 
（和食、箸、洋食、接待、パーティ、お酒、ワイン、
スィーツ、その他） 

●前回までの復習（知識・実習） 
●各自、プレゼンテーションに必要なもの 



※講評と追加説明 

【第 15 回】 
総括試験 
・実技テスト 
・知識習得チェック試験 

●前回までの復習（知識・実習） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

BSS304-
Y02 

2.科目名 ビジネスマナー 3.単位数 2 

4.授業担当教員 町田都 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 座学、実習 

16.履修制限 
本科目はロールプレイなどの実習を行うため、履修人数を 30 人までとします。 
30 名を超えた場合は、第 1 回目の初講を受講した学⽣から選考しますので、受講希望学⽣
は、第一回目の講義に必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

現役客室乗務員（CA）からビジネスマナーの基本を実習やロールプレイを通して学びま
す。 
単に知識やスキルを身に付けるだけではなく、ビジネスマナーの必要性を「おもてなし」の
こころから考える姿勢も学びます。他者との違いを理解し、相手のこころを考えながら行動
することで、急激な社会の変化にも対応できる人材となるための基礎力が養えます。 
ロールプレーイングにより実践的なスキルを学ぶと同時に、講義やグループディスカッショ
ンから社会が求めるマナーについて考察します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(5)コミ
ュニケーションスキル】に関連しています。 
本科目の学習目標は、以下のとおりです。 
①学⽣時代においてインターンシップなどで経験する社会人との接触において、ビジネスマ
ナーを理解した対応ができる。 
②身だしなみ、挨拶などの基本的なマナーに加え、敬語を適切に使用した対面におけるコミ
ュニケーションができる。 
③メールでのやり取りなどで必要となるビジネス文書の基本を理解し、適切な非対面におけ
るコミュニケーションができる。 
④更に想定外の場面においても適切なマナーにより、相手のことを考慮した対応をすること
ができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。 

20.参考文献 
特にありませんが、ビジネスマナーに関する書籍を一読後、履修されると理解が深まりま
す。 

21.成績評価 

①授業参画度（ロールプレイへの参画）・・・５０点 （講義の要点を的確に掴んで、参画
意識をもって自発的にロールプレイなどに臨む）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・２０点 （グループワークにおいて自らの意見を積極的に発信し、
他者の意見を傾聴する。ルーブリック-チームワークを評価基準とする。）※学習目標④に対
応 
③確認テスト・・・３０点 （講義全体を通して基本的なビジネスマナーに関する設問に正
答することができる）※学習目標①、②、③、④に対応 

22.コメント 

大学⽣そして社会人になるにつれ様々な分野の人との交流が増えていきます。 
実践的な学習からスキルだけでなくその奥にある考え方を習得し、実習を通して体得してい
く事で 
どのようなシーンにおいても堂々と振る舞う事ができる人材を目指していきましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で対応します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 講義【オリエンテーション】 予習：次回の予習 



担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

【第 2 回】 

講義および実習【職業意識の確⽴】 
社会−産業−組織について理解する。 
社会で求められる力について理解する。  
社会に出るまでに出来ることを理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 3 回】 
講義および実習【マナーⅠ：身だしなみ】 
ホスピタリティの考え方と身だしなみの必要性を習得
する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 4 回】 講義および実習【マナーⅠ：挨拶】 
挨拶などの基本をロールプレイを通して習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 5 回】 
講義および実習【マナーⅠ：話し方と聞き方】 
ビジネスシーンで欠かせない相手に伝えるスキルと相
手の話を聴き取るスキルを習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 6 回】 
講義および実習【マナーⅡ：電話応対の基本】 
電話の受け答え、メールの送受信などの基本を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 7 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語①】 
尊敬語、謙譲語、丁寧語などの敬語の使い方を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 8 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語②】 
様々なシーンを想定したロールプレイを行い、敬語を
習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 9 回】 
講義および実習【マナーⅡ：報告・連絡・相談】 
組織において業務を行う場合の基本である、報・連・
相の重要性を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 10 回】 
講義および実習【マナーⅡ：来客・訪問】 
来客における対応ならびに訪問時の名刺交換などにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 11 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネス文書の基本】 
ビジネスにおける様々な場面における文書の作成につ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 12 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネスメール】 
ビジネスにおけるメールでのやり取りについて、その
基本を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 13 回】 
講義および実習【マナーⅣ：会食】 
食事におけるマナーについて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 14 回】 

講義および実習【マナーⅣ：葬式・結婚式などイベン
ト】 
結婚式および葬式などのイベントにおけるマナーにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習および第 2 回確認テスト
に備えてここまでの振り返り 

【第 15 回】 
講義および実習【ビジネスマナーのまとめ】 
ビジネスマナーに関する振り返り 
確認演習および確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0101-
Y01 

2.科目名 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 情報教室の収容人数の都合により，履修者数上限は 50 名です． 

17.授業の目的と概要 

現代の情報化社会において、学⽣・社会人として必ず必要となるコンピュータ・リテラシー
（読み書きの能力）を身につけるための初級講座。コンピュータなどの情報機器の基礎的知
識を理解するとともに、パソコンやネットワークなどを活用し、情報の収集、加工、伝達、
蓄積といった研究・学習などの知的活動に広く通用する技術を習得することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Internet で情報検索ができる 
2. e-mail の送受信ができる 
3. MS-Office の Word でレポートが作成できる 
4. PowerPoint によるプレゼンテーション用スライドを作成し発表できる 
5. Excel でデータの集計・グラフ作成ができる 

19.教科書・教材 
『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版 
他に資料を適宜配布 

20.参考文献 同上 

21.成績評価 

授業各回での課題作業ファイルの提出・・・4 点×15 回＝60 点 
課題 1：Email の書き方・・・10 点 ［学習目標①、②に対応］ 
課題 2：レポートの作成・・・10 点 ［学習目標③に対応］ 
課題 3：プレゼンテーション・・・10 点 ［学習目標④に対応］ 
課題 4：アンケートの集計・・・10 点 ［学習目標⑤に対応］ 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 

22.コメント 大学⽣活で必要な基礎的情報スキルを学びます。1 年前期の受講をお勧めします。 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：Windows 基礎(教科書 p4-31)，本講座の説
明，学内情報環境 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ
ンイン，Email 設定・送信 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 2 回】 

PC 基礎 
講義：PC 基礎，情報検索，利用上のモラル，日本語
IME について(p35-44) 
作業：日本語入力の練習，Email 送信 

今回の復習：配布資料の復習 
次回の予習：日本語入力の練習 

【第 3 回】 
E-Mail 
講義：E-Mail の書き方 

課題提出：課題 1 を提出 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 



作業：課題 1 Email の作成 

【第 4 回】 

ワープロ（Word）① 
講義：基礎(p32-62)、ページ設定(p48-49)、ショー
トカット 
作業：会議案内(p53-61) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 5 回】 

ワープロ（Word）② 
講義：基礎 2，レポートの書き方(スタイル、余⽩、
ページ番号、改ページ) 
作業：会議案内 2(p63-76)，サンプルレポート作成 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 6 回】 
ワープロ（Word）③ 
講義・作業：箇条書き，写真と図の挿入・調整，ちら
しの作成(p77-91) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：レポート作成の準備 

【第 7 回】 ワープロ（Word）④ 
作業：課題 2 レポートの作成 

課題提出：課題 2 を提出 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 8 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）① 
講義・作業：基礎(p194-204) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 9 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）② 
講義・作業：アニメーション(p210-217) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：課題 3 のテーマを決めて構想
を考える 

【第 10 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）③ 
講義・作業：音楽・ビデオの挿入，課題 3-1 スライ
ドの作成 

課題提出：課題 3 発表資料を作成・提出 
次回の予習：発表のリハーサルをしておく 

【第 11 回】 プレゼンテーション（PowerPoint）④ 
作業：課題 3-2 プレゼンテーション 

今回の復習：発表で指摘された箇所を修正 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 12 回】 
表計算（Excel）① 
講義・作業：基礎(p96-117) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 13 回】 
表計算（Excel）② 
講義・作業：関数(p120-137) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 14 回】 表計算（Excel）③ 
講義・作業：グラフ(p142-147)，課題 4 の準備 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：課題 4 をできるところまでや
っておく 

【第 15 回】 
表計算（Excel）④ 
作業：課題 4 アンケートの集計 課題提出：課題 4 を提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0101-
Y02 

2.科目名 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰ(1) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 情報教室の収容人数の都合により，履修者数上限は 50 名です． 

17.授業の目的と概要 

現代の情報化社会において、学⽣・社会人として必ず必要となるコンピュータ・リテラシー
（読み書きの能力）を身につけるための初級講座。コンピュータなどの情報機器の基礎的知
識を理解するとともに、パソコンやネットワークなどを活用し、情報の収集、加工、伝達、
蓄積といった研究・学習などの知的活動に広く通用する技術を習得することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Internet で情報検索ができる 
2. e-mail の送受信ができる 
3. MS-Office の Word でレポートが作成できる 
4. PowerPoint によるプレゼンテーション用スライドを作成し発表できる 
5. Excel でデータの集計・グラフ作成ができる 

19.教科書・教材 
『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版 
他に資料を適宜配布 

20.参考文献 同上 

21.成績評価 

授業各回での課題作業ファイルの提出・・・4 点×15 回＝60 点 
課題 1：Email の書き方・・・10 点 ［学習目標①、②に対応］ 
課題 2：レポートの作成・・・10 点 ［学習目標③に対応］ 
課題 3：プレゼンテーション・・・10 点 ［学習目標④に対応］ 
課題 4：アンケートの集計・・・10 点 ［学習目標⑤に対応］ 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 

22.コメント 大学⽣活で必要な基礎的情報スキルを学びます。1 年前期の受講をお勧めします。 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：Windows 基礎(教科書 p4-31)，本講座の説
明，学内情報環境 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ
ンイン，Email 設定・送信 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 2 回】 

PC 基礎 
講義：PC 基礎，情報検索，利用上のモラル，日本語
IME について(p35-44) 
作業：日本語入力の練習，Email 送信 

今回の復習：配布資料の復習 
次回の予習：日本語入力の練習 

【第 3 回】 
E-Mail 
講義：E-Mail の書き方 

課題提出：課題 1 を提出 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 



作業：課題 1 Email の作成 

【第 4 回】 

ワープロ（Word）① 
講義：基礎(p32-62)、ページ設定(p48-49)、ショー
トカット 
作業：会議案内(p53-61) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 5 回】 

ワープロ（Word）② 
講義：基礎 2，レポートの書き方(スタイル、余⽩、
ページ番号、改ページ) 
作業：会議案内 2(p63-76)，サンプルレポート作成 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 6 回】 
ワープロ（Word）③ 
講義・作業：箇条書き，写真と図の挿入・調整，ちら
しの作成(p77-91) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：レポート作成の準備 

【第 7 回】 ワープロ（Word）④ 
作業：課題 2 レポートの作成 

課題提出：課題 2 を提出 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 8 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）① 
講義・作業：基礎(p194-204) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 9 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）② 
講義・作業：アニメーション(p210-217) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：課題 3 のテーマを決めて構想
を考える 

【第 10 回】 
プレゼンテーション（PowerPoint）③ 
講義・作業：音楽・ビデオの挿入，課題 3-1 スライ
ドの作成 

課題提出：課題 3 発表資料を作成・提出 
次回の予習：発表のリハーサルをしておく 

【第 11 回】 プレゼンテーション（PowerPoint）④ 
作業：課題 3-2 プレゼンテーション 

今回の復習：発表で指摘された箇所を修正 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 12 回】 
表計算（Excel）① 
講義・作業：基礎(p96-117) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 13 回】 
表計算（Excel）② 
講義・作業：関数(p120-137) 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：教科書の該当箇所を読んでおく 

【第 14 回】 表計算（Excel）③ 
講義・作業：グラフ(p142-147)，課題 4 の準備 

今回の復習：教科書・配布資料の復習 
次回の予習：課題 4 をできるところまでや
っておく 

【第 15 回】 
表計算（Excel）④ 
作業：課題 4 アンケートの集計 課題提出：課題 4 を提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0102-
Y01 

2.科目名 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科・総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
コンピューターリテラシーⅠ（1）を修得
しているか，それに相当する知識・スキル
を有する者に限ります． 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 情報教室の収容人数の都合により，履修者数上限は 50 名です． 

17.授業の目的と概要 

現代の情報化社会において、学⽣・社会人として必ず必要となるコンピュータ・リテラシー
（読み書きの能力）を身につけるための初級講座。コンピュータなどの情報機器の基礎的知
識を理解するとともに、パソコンやネットワークなどを活用し、情報の収集、加工、伝達、
蓄積といった研究・学習などの知的活動に広く通用する技術を習得することを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1. Internet：情報検索ができる 
2. e-mail：適切なメールを作成できる 
3. 文書作成：Word でレポートが作成できる 
4. 数値計算：Excel で適切な関数を使用してアンケートデータの集計・グラフ作成ができる 
5. プレゼンテーション：PowerPoint によるプレゼンテーション用スライドを作成し発表で
きる 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 
20.参考文献 『30 時間でマスター Office2019』, 実教出版，他 

21.成績評価 

授業各回での作業ファイルの提出・・・2 点×15 回＝30 点 【学習目標 1〜5 に対応】 
課題 1：Email・・・5 点 【学習目標 2 に対応】 
課題 2：Word・・・10 点 【学習目標 3 に対応】 
課題 3：Excel・・・35 点 【学習目標 4 に対応】 
課題 4：PowerPoint(＋Video)・・・15（+5）点 【学習目標 5 に対応】 
※課題条件を満たした課題 1〜4 全ての提出と，授業への 10 回以上の出席が，合格のための
最低限の条件です 
※課題 4 の Video 編集は必須ではありません． 
 

22.コメント 

オリジナル教材で進めます．毎回 Web 経由で講義資料と作業ファイルを配布します．授業
で扱った作業ファイルを授業後にメールで提出してもらいます． 
MS-Office の基本的スキルを習得済み（コンピューターリテラシー1 修得済み程度）の人が
受講してください． 

23.オフィスアワー 
個人研究室：水曜 3 限目 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：本講座の説明，PC 基本スキル・メール設定確
認 
作業：PC の起動，Windows ログイン，Office サイ
ンイン，Email 設定・送信 

復習：配布資料の復習 



【第 2 回】 

PC の基礎 
講義：PC 基礎，ファイル・データ管理、Cloud サー
ビス， 
作業：Email 送信 

復習：配布資料の復習，ドキュメントフォル
ダの整理 

【第 3 回】 
Internet 情報検索とメール 
講義：情報検索，利用上のモラル，メールの書き方 
作業：【課題 1 e-mail】 

課題提出：【課題 1 e-mail】を提出 
復習：配布資料の復習 

【第 4 回】 
文書作成① 
講義：Word の基礎（レポート・ビジネス文書） 
作業：サンプルレポートの作成 

復習：配布資料の復習 

【第 5 回】 

文書作成② 
講義：Word の応用 
 レポート応用：表紙，ヘッダーフッター，脚注 
 その他：箇条書き・写真・オートシェイプ・差し込
み印刷 
作業：【課題 2 Word】 

課題提出：【課題 2 Word】を提出 

【第 6 回】 
数値分析① 
講義・作業：Excel の基礎（基礎・入力） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 7 回】 
数値分析② 
講義・作業：Excel の基礎（参照） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 8 回】 
数値分析③ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 1 SUM，
AVERAGE，COUNT） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 9 回】 
数値分析④ 
講義・作業：Excel の基礎（関数 2 IF，COUNTIF） 復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 10 回】 数値分析⑤ 
講義・作業：Excel の基礎（グラフと分析） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 11 回】 
数値分析⑥ 
講義・作業：Excel の応用（データベース、アンケー
トの集計） 

復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 12 回】 
数値分析⑦ 
講義・作業：Excel の応用（伝票の集計），【課題 3 
Excel】 

課題提出：【課題 3 Excel】を提出 
復習：配布資料・課題ファイルの復習 

【第 13 回】 

プレゼンテーションⅠ 
講義：PowerPoint の基礎，ビジュアル表現，ムービ
ーの作成 
作業：【追加課題 Video 編集】 

課題提出：【追加課題 Movie】を提出 
復習：配布資料の復習 

【第 14 回】 
プレゼンテーションⅡ 
作業：プレゼン資料の作成・発表 
   プレゼン実習【課題 4 Powerpoint】 

復習：発表資料を完成させる 
予習：発表のリハーサルをしておく 

【第 15 回】 
プレゼンテーションⅢ 
作業：プレゼン実習【課題 4 Powerpoint】 

課題提出：【課題 4 Powerpoint】発表資料を
提出 
復習：発表で指摘された箇所を修正 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0103-
Y01 

2.科目名 日本語表現（基礎） （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
現代社会学部 
（総合社会学科・観光学科） 9.履修学年 ３年次以上 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】大学⽣・社会人に必要とされる文章表現のきまりやテクニックを修得することを目
的とします。 
【概要】講義や質疑応答によって注意すべきポイントの理解を深めた上で、実際に文章を書
いてもらいます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は DP の３「多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携して
いく力」、S1「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力」、
S2「社会や文化について科学的に理解する力」、S3「新たな文化創造のための豊かな感性を
涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連しています。 
学習目標は以下の通りです。 
①文体の選び方や原稿用紙の使い方など、文章表現のきまりを守って文章を書くことができ
る。 
②読み手に必要な情報を整理してわかりやすく提示できる。 
③目的に合わせた文章をまとまりよく書くことができる。 

19.教科書・教材 毎回プリントを配付します。 
20.参考文献 授業の中で適宜紹介します。 

21.成績評価 
①授業中の質疑応答や提出課題を含む積極的な取り組み 60％ ［学習目標①②に対応］ 
②学期末の最終課題 40％ ［学習目標③に対応］ 

22.コメント 
学習したテーマに関連する記事などを積極的に調べて読み、自分の意見を持つようにしてく
ださい。 

23.オフィスアワー 月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス、自己紹介的な文章を書く 今回の復習、次回の予習 
【第 2 回】 文章作成の基本 今回の復習、次回の予習 
【第 3 回】 推敲の方法 今回の復習、次回の予習 
【第 4 回】 手紙を書く 今回の復習、次回の予習 
【第 5 回】 メールの作成 今回の復習、次回の予習 
【第 6 回】 レストランのメニュー 今回の復習、次回の予習 
【第 7 回】 文章の要約 今回の復習、次回の予習 
【第 8 回】 レポートの作成 今回の復習、次回の予習 
【第 9 回】 インタビューの方法 今回の復習、次回の予習、最終課題の準備 
【第 10 回】 日本語弱者のことを考えて書く 今回の復習、次回の予習 
【第 11 回】 映像を見て文章を書く 今回の復習、次回の予習 
【第 12 回】 インタビューの成果をまとめる 今回の復習、次回の予習 
【第 13 回】 社会問題について論じる(1)：社説を読んで論じる 今回の復習、次回の予習 
【第 14 回】 社会問題について論じる(2)：データをもとに論じる 今回の復習、次回の予習、最終課題の仕上げ 



【第 15 回】 まとめ 今回の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0105-
Y01 

2.科目名 総合英語Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常⽣活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講⽣全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today I by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

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

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Couch Potatoes 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Couch Potatoes 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  The Blind Date 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 The Blind Date 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Single Parent Families 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Single Parent Families 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0105-
Y02 

2.科目名 総合英語Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科（2018 年度入学⽣） 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特にありません。 
17.授業の目的と概要 様々な状況に対応できる総合的な英語表現を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「3.多様な価値観を認め、他者とのコ
ミュニケーションを深め、連携していく力」「S1.修得した知識・技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力」の修得に関連しています。 
① TOEIC 試験で 400 点から 500 点レベルを獲得できる、若しくは英語検定試験準２級並び
に２級合格出来るようになる事を最終目標とするために初級英単語・熟語の習得、初級英語
文法を再学習する。 
②英語で書かれた多岐に渡る内容のテキストを読みそしてそのエッセンスを把握出来る文法
知識・英単語・熟語等を習得する。 
③英語を駆使して異文化においてコミュニケーションで必要とされる技能を獲得する。 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配付します。 
20.参考文献 ケンブリッジ大学出版の English Grammar in Use 初級 

21.成績評価 

以下の点数配分に基づいて成績評価をする。 
毎回の授業中に課されるリスニング、文法及び単語・熟語確認クイズ ３０点（学習目標の
②③に対応） 
授業で課された課題提出 ３０点（学習目標の②に対応） 
英語のテキスト読解力・コミュニケーション技能を図る総括試験 ４０点（学習目標の
①②③に対応） 
 

22.コメント 
授業内で進行する学習は、復習・予習が重要であることを認識してください。授業には積極
的に参加する事。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 基礎英単語・熟語 （1） 
基礎現在時制（１） 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 2 回】 基礎英単語・熟語 （2） 
基礎過去時制（１） 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 3 回】 
基礎英単語・熟語 （3） 
基礎助動詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 4 回】 
基礎英単語・熟語 （4） 
基礎助動詞 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 5 回】 
基礎英単語・熟語 （5） 
基礎不定詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 



3.課題完成 

【第 6 回】 
基礎英単語・熟語 （6） 
基礎不定詞 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 7 回】 
基礎英単語・熟語 （7） 
基礎動名詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 8 回】 基礎英単語・熟語 （8） 
基礎文型 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 9 回】 基礎英単語・熟語 （9） 
基礎文型 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 10 回】 基礎英単語・熟語 （10） 
基礎受動態 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 11 回】 
基礎英単語・熟語 （11） 
基礎受動態 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 12 回】 
基礎英単語・熟語 （12） 
基礎接続詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 13 回】 
基礎英単語・熟語 （13） 
基礎接続詞 (2) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 14 回】 
基礎英単語・熟語 （14） 
基礎前置詞 (1) 

1.今回の復習 
2.次回の予習 
3.課題完成 

【第 15 回】 全学習項目振り返りと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0106-
Y01 

2.科目名 総合英語Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to enable you to interact in English on a basic level. 
Although all four skills will be incorporated in this course, emphasis will be placed on 
listening and speaking. Special attention will be given to pronunciation and into 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「3.多様な価値観を認め、他者とのコ
ミュニケーションを深め、連携していく力」「S1.修得した知識・技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力」の修得に関連しています。 
①Communication Skill 
②Knowledge: vocabulary building and general knowledge 
③Presentations: skits and speeches 

19.教科書・教材 プリント教材を配付します。 
20.参考文献  

21.成績評価 
1. Communication Skills  30% 
2. Presentation, Speeches and Skits 30% 
3. Test - given in the final class 40% 

22.コメント Be sure to attend every class. 
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Getting to know each other and course orientation: 
Everyone in the class will be required to introduce 
themselves in English in front of the class. At the 
end of each self-introduction, questions will be 
asked. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Meeting people: We will learn different ways to 
greet each other. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Greeting and introducing ourselves: We will practice 
a conversation in which people introduce 
themselves. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Introducing other people: We will practice a 
conversation in which people introduce other 
people to each other. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Talking about what you study: We will practice a 
conversation in which people talk about what they 
study. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
Talking about where you live and where you were 
born: We will practice a conversation in which 
people talk about where they live and where they 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



were born. 

【第 7 回】 

First skit: Conversations of an introductory nature 
will be presented to the class. First of all the 
conversation will be presented in its original form. 
Then, students will create and present their own 
original conversations. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 
Filling out a form: Students will learn how to write 
their addresses in English and learn the various 
components that make up a registration form, 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
Talking about part-time jobs: Students will learn 
how to describe and talk about their part-time jobs 
and to ask for information. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
Asking about other people: Students will practice 
asking questions about other people. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 Review 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 

In a coffee shop: Students will practice 
conversations that might take place in a coffee 
shop. For example, asking questions, making small 
talk and ordering food and drink.. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 

Asking and answering questions: This is to follow 
up what was learned in the previous week. 
Students will be encouraged to make their own 
conversations. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Review 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Test & Review  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0106-
Y02 

2.科目名 総合英語Ⅱ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常⽣活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講⽣全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today I by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、ぜひこの授業を受講してください。 

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

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Couch Potatoes 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Couch Potatoes 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  The Blind Date 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 The Blind Date 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Single Parent Families 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Single Parent Families 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0109-
Y01 

2.科目名 総合日本語Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語の中級の教科書を使用して、日常の出来事や社会的な話題について学びます。N２レ
ベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること。 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること。 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること。 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％  課題提出：10％ 
N２文法発表：10％  短作文発表：10％ 
中間試験：20％  総括試験：20％ 
N２文法試験：20％ 

22.コメント 
教科書の購入については、初回の授業時に指示します。 
シラバスのコピーを必ず持参してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
・N２文法プリント 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・N２文法プリント 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
・N２文法プリント 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
・N２文法プリント 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
・短作文作成 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
・N２文法プリント 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・N２文法プリント 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N２文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-66］文法 AB
練習 
【第 16 回】 
・N２文法プリント 
・短作文作成 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-76］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
・短作文作成 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
●N２文法試験 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
・N２文法試験返却、解説 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0111-
Y01 

2.科目名 総合日本語Ⅲ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小川佐由理 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での⽣活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表などを通じて、話す力を育てる。 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

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

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学⽣間で意見を述べ合
う。） 

 

第２回 
［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
  

第３回 ［比喩］ほかのものにたとえる  



 

第４回 ［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 

小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
 

 

第６回 
指示語を使う 
  

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）  

第８回 「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
 

 

第１０回 
理由を問う 
 

 

第１１回 
例を問う 
 小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 
主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
期末テスト 
  

第１５回 
期末テストのフィードバック 
＋クラス活動②（詳細は指示する） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0115-
Y01 

2.科目名 ドイツ語･ドイツ文化Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤智也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 履修制限は特に設けていない。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
ドイツ語の特徴について理解し、ドイツ語圏の文化に触れ、興味を持つこと。旅行などで用
いる初級ドイツ語を使えるようになること。 
【概要】 
①ドイツ語の日常会話に欠かせない基本フレーズの暗記 ②対話形式によるアウトプット
（会話による言葉の産出。これによりドイツ語の音声の出し方や響きを体得） ③ドイツ文
法の理解（ドイツ語のルールを知り、これに則って自分の要望が言えるよう、練習しま
す。） 
ドイツ語圏は文化芸術、科学技術の非常に発達した地域です。これをリアルに体験するため
にも DVD などの視聴覚機器を用い 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①ドイツ語の発音が正しくできること ②動詞の現在人称変化や名詞の格変化などドイツ文
法を正しく理解すること ③授業で習ったドイツ語フレーズを用いて簡単なコミュニケーシ
ョンが取れること。 
この科目は本学の DP（ディプロマポリシー）、「多様な価値観を認め、他者とのコミュニケ
ーションを深め、連携していく力」、「新たな文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発
展に貢献する力」、「歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観
光と結びつけて考えることができる」と関連します。 
例えば、この科目を通じてこれまで学んだ英語とドイツ語を比較する機会を得ることにな
り、両言語の類似性や相違点に気づくことでしょう。こういった体験により、コミュニケー
ションの向上のみならず、それぞれの文化が深層部分において関連しあっていることに気づ
くはずです。 
この科目を通じて、「コミュニケーション」、「多様な価値観」、「文化」、「社会貢献」etc,とい
ったディプロマポリシーのキーワードを人文科学的視点から学ぶことができます。学習目標
は、皆さんがドイツ語を通じて既存の知識にさらに磨きをかけ、視野を広め、より発展的な
人間として自ら育むことにあります。 

19.教科書・教材 小野寿美子ほか『クロイツング・ネオ』 朝日出版社 

20.参考文献 中島悠爾ほか 『改訂版 必携 ドイツ文法総まとめ』⽩水社 
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b203190.html 

21.成績評価 
総括試験６０％（学習目標の②に対応する）と平常評価４０％（学習目標の①③に対応す
る）。平常評価には「提出物」、「授業への積極性」が含まれる。 
＊オンライン授業においても同様の評価基準とする。 

22.コメント 
授業に際しては必ず教科書と独和辞典を持参してください。独和辞典の購入については初回
授業で説明をします。Google 翻訳などの翻訳ツールは予習、授業中には使用しないでくだ
さい。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室で質問を受け付けます。緊急連絡は E メールまたは WebClas を使ってく
ださい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
オリエンテーション。ドイツ語圏の国とは、ドイツ語
でのあいさつ 

予習：ドイツ語圏の国々の位置を調べてお
く。 復習：習ったドイツ語のフレーズを暗
記しておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 2 回】 アルファベートと綴り字の読み方 

予習：教科書の Das Alphabet を「つづり
じと発音」（2-5 頁）をあらかじめ読んでお
く。 
復習：これらの CD を聴いておく    
＊予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要 

【第 3 回】 動詞の現在人称変化（１） 

予習：教科書 8 頁を読んでおく。       
復習：ノートを整理し、習った語彙の発音と
意味を確認しておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 4 回】 動詞の現在人称変化（２） 

予習：教科書 9 頁を読んでおく    復
習：授業で行った練習問題、本文を暗記し、
発音できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 5 回】 語順 

予習：教科書 9 頁を読んでおく       
復習：学んだドイツ語のフレーズを暗記する 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 6 回】 疑問文（ja, nein の使い方） 

予習：教科書 9 頁を読んでおく       
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 7 回】 定冠詞と名詞の格変化（１） 

予習：教科書 14 頁を読んでおく       
復習：名詞の格変化を暗記 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 8 回】 定冠詞と名詞の格変化（２） 

予習：教科書 14,15 頁を読んでおく 復習：
授業で行った練習問題、本文を暗記し、発音
できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 9 回】 不定冠詞と名詞の格変化 

予習：教科書 14 頁を読んでおく       
復習：名詞の格変化を暗記 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 10 回】 不定冠詞・疑問代名詞 wer,was の変化 

予習：教科書 14,15 頁を読んでおく       
復習：授業で行った練習問題を暗記し、発音
できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 



【第 11 回】 不規則動詞の現在人称変化 

予習：教科書 20 頁を読んでおく   復
習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音で
きるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 12 回】 不規則動詞の現在人称変化（２）と命令形 

予習：教科書 20 頁を読んでおく    復
習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音で
きるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 13 回】 人称代名詞の３格・４格 

予習：教科書 21 頁を読んでおく 
復習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音
できるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 14 回】 ３格・４格目的語の語順 

予習：教科書 21 頁を読んでおく 
復習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音
できるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 15 回】 総括試験 

これまで習った文法事項を理解整理し、基本
語彙は暗記し、辞書を正しく用いることがで
きるようになったうえで、受験してくださ
い。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0115-
Y02 

2.科目名 ドイツ語・ドイツ文化（１） （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 加藤智也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 履修制限は特に設けていない。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
ドイツ語の特徴について理解し、ドイツ語圏の文化に触れ、興味を持つこと。旅行などで用
いる初級ドイツ語を使えるようになること。 
【概要】 
①ドイツ語の日常会話に欠かせない基本フレーズの暗記 ②対話形式によるアウトプット
（会話による言葉の産出。これによりドイツ語の音声の出し方や響きを体得） ③ドイツ文
法の理解（ドイツ語のルールを知り、これに則って自分の要望が言えるよう、練習しま
す。） 
ドイツ語圏は文化芸術、科学技術の非常に発達した地域です。これをリアルに体験するため
にも DVD などの視聴覚機器を用い 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①ドイツ語の発音が正しくできること ②動詞の現在人称変化や名詞の格変化などドイツ文
法を正しく理解すること ③授業で習ったドイツ語フレーズを用いて簡単なコミュニケーシ
ョンが取れること。 
この科目は本学の DP（ディプロマポリシー）、「多様な価値観を認め、他者とのコミュニケ
ーションを深め、連携していく力」、「新たな文化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発
展に貢献する力」、「歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観
光と結びつけて考えることができる」と関連します。 
例えば、この科目を通じてこれまで学んだ英語とドイツ語を比較する機会を得ることにな
り、両言語の類似性や相違点に気づくことでしょう。こういった体験により、コミュニケー
ションの向上のみならず、それぞれの文化が深層部分において関連しあっていることに気づ
くはずです。 
この科目を通じて、「コミュニケーション」、「多様な価値観」、「文化」、「社会貢献」etc,とい
ったディプロマポリシーのキーワードを人文科学的視点から学ぶことができます。学習目標
は、皆さんがドイツ語を通じて既存の知識にさらに磨きをかけ、視野を広め、より発展的な
人間として自ら育むことにあります。 

19.教科書・教材 小野寿美子ほか『クロイツング・ネオ』 朝日出版社 

20.参考文献 中島悠爾ほか 『改訂版 必携 ドイツ文法総まとめ』⽩水社 
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b203190.html 

21.成績評価 
総括試験６０％（学習目標の②に対応する）と平常評価４０％（学習目標の①③に対応す
る）。平常評価には「提出物」、「授業への積極性」が含まれる。 
＊オンライン授業においても同様の評価基準とする。 

22.コメント 
授業に際しては必ず教科書と独和辞典を持参してください。独和辞典の購入については初回
授業で説明をします。Google 翻訳などの翻訳ツールは予習、授業中には使用しないでくだ
さい。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室で質問を受け付けます。緊急連絡は E メールまたは WebClas を使ってく
ださい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
オリエンテーション。ドイツ語圏の国とは、ドイツ語
でのあいさつ 

予習：ドイツ語圏の国々の位置を調べてお
く。 復習：習ったドイツ語のフレーズを暗
記しておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 2 回】 アルファベートと綴り字の読み方 

予習：教科書の Das Alphabet を「つづり
じと発音」（2-5 頁）をあらかじめ読んでお
く。 
復習：これらの CD を聴いておく    
・ 

【第 3 回】 動詞の現在人称変化（１） 

予習：教科書 8 頁を読んでおく。       
復習：ノートを整理し、習った語彙の発音と
意味を確認しておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 4 回】 動詞の現在人称変化（２） 

予習：教科書 9 頁を読んでおく    復
習：授業で行った練習問題、本文を暗記し、
発音できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 5 回】 語順 

予習：教科書 9 頁を読んでおく       
復習：学んだドイツ語のフレーズを暗記する 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 6 回】 疑問文（ja, nein の使い方） 

予習：教科書 9 頁を読んでおく       
復習：教科書・授業で用いた例文を暗記し、
発音できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 7 回】 定冠詞と名詞の格変化（１） 

予習：教科書 14 頁を読んでおく       
復習：名詞の格変化を暗記 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 8 回】 定冠詞と名詞の格変化（２） 

予習：教科書 14,15 頁を読んでおく 復習：
授業で行った練習問題、本文を暗記し、発音
できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 9 回】 不定冠詞と名詞の格変化 

予習：教科書 14 頁を読んでおく       
復習：名詞の格変化を暗記 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 10 回】 不定冠詞・疑問代名詞 wer,was の変化 

予習：教科書 14,15 頁を読んでおく       
復習：授業で行った練習問題を暗記し、発音
できるようになっておく 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 



【第 11 回】 不規則動詞の現在人称変化 

予習：教科書 20 頁を読んでおく   復
習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音で
きるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 12 回】 不規則動詞の現在人称変化（２）と命令形 

予習：教科書 20 頁を読んでおく    復
習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音で
きるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 13 回】 人称代名詞の３格・４格 

予習：教科書 21 頁を読んでおく 
復習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音
できるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 14 回】 ３格・４格目的語の語順 

予習：教科書 21 頁を読んでおく 
復習：授業で習ったフレーズを暗記し、発音
できるようになっておく。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 

【第 15 回】 総括試験 

これまで習った文法事項を理解整理し、基本
語彙は暗記し、辞書を正しく用いることがで
きるようになったうえで、受験してくださ
い。 
・予習・復習はそれぞれ１時間（計２時間）
程度必要。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0119-
Y01 

2.科目名 ハングル・コリア文化Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 朴基栄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 初めて韓国語を学ぶ学⽣のみを対象とした内容です。 

17.授業の目的と概要 
さまざまな形で韓国語と韓国の⽣活文化を学びながら基礎的な文法、日常会話などの学習を
進めて行きます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 3.多様性、5.コミュニケーションスキ
ルの学修に関連しています。 
①ハングル文字のしくみを理解し説明できる。 
②ハングルの特徴でもあるパッチム（終声）をきれいに発音できる。 
③自由に文章を組み⽴て、会話に⽣かすことができる。 
④韓国の⽣活文化を学ぶ。  
 

19.教科書・教材 

教科書は使いません。適宜オリジナルのプリントを配付します。 
※配付プリントは一人で学習するときの手引きとなる内容です。必ずファイルに保管しまし
ょう。  
 

20.参考文献 
授業中に紹介します。  
 

21.成績評価 

・時間ごとのワークシート 15%  （学習目標の①④に対応） 
・課題の提出 10%  （学習目標の①④に対応） 
・時間ごとの会話復習 15%  （学習目標の②③に対応） 
・単語テスト 10%  （学習目標の①に対応） 
・発音チェックテスト 10%  （学習目標の②に対応） 
・総括テスト 40%  （学習目標の①〜④に対応）  
 

22.コメント 

どの国の言葉もそれを共に学ぶ人たちの心を結ぶリボンの役割をすると信じています。ひと
つの単語を知り、少しずつ韓国語で会話できる楽しさをぜひ感じてほしいです。韓国語の最
初の一歩でつまずかないように少しでも疑問があれば授業終了後に質問するようにこころが
けましょう。 
※スケジュールは変更することがあります。  
 

23.オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
オリエンテーション：春学期授業の流れを簡単な単語
を学びながら説明 

今回の単語の復習、シラバスの確認  
  
 

【第 2 回】 

前回の復習/ハングルのしくみを理解する 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

ハングルのしくみを説明できるようにワーク
シートを振り返る 



【第 3 回】 

前回の復習/子音の紹介、発音練習のための資料説明
（第 8 回まで使用） 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

子音を読めるようにする  
 

【第 4 回】 

前回の復習/⺟音の紹介 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

⺟音を読めるようにする  
 

【第 5 回】 

前回の復習/間違いやすい子音と⺟音 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

子音と⺟音を書けるようにする  
 

【第 6 回】 

前回の復習/子音と⺟音を組み合わせた反切表 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

配付のワークシートの単語を覚え、テストに
備える  
 

【第 7 回】 

前回の復習/反切表から濁音現象を理解する 
＜単語テスト＞ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

反切表を写し書き次回提出する  
 

【第 8 回】 

前回の復習/ハングルのパッチム（終声）の紹介 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

パッチムを読めるようにする  
  
 

【第 9 回】 

前回の復習/パッチム（終声）の文字と発音 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

 これまでの会話をまとめて復習する  
 

【第 10 回】 映像を通しこれまでの会話の聞き取り練習 映像を通し聞き取れた会話をまとめる 

【第 11 回】 
韓国の文化を学ぶ（１）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 学んだ内容を実践する 

【第 12 回】 
韓国の文化を学ぶ（２）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 

学んだ内容を実践する 
＊次回,配付プリント全て持参する  
 

【第 13 回】 第 1 回から第 12 回までの総復習 総括テストの勉強をする  
 

【第 14 回】 春学期総括テストと発音チェックテストの準備 発音チェックテストの練習をする  
 

【第 15 回】 まとめと発音チェックテスト 
春学期学習内容の整理  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0119-
Y02 

2.科目名 ハングル・コリア文化（１） （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 朴基栄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 初めて韓国語を学ぶ学⽣のみを対象とした内容です。 

17.授業の目的と概要 
さまざまな形で韓国語と韓国の⽣活文化を学びながら基礎的な文法、日常会話などの学習を
進めて行きます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 3.多様性、5．コミュニケーションスキ
ルの学修に関連しています。 
①ハングル文字のしくみを理解し説明できる。 
②ハングルの特徴でもあるパッチム（終声）をきれいに発音できる。 
③自由に文章を組み⽴て、会話に⽣かすことができる。 
④韓国の⽣活文化を学ぶ。  
 

19.教科書・教材 

教科書は使いません。適宜オリジナルのプリントを配付します。 
※配付プリントは一人で学習するときの手引きとなる内容です。必ずファイルに保管しまし
ょう。  
 

20.参考文献 
授業中に紹介します。  
 

21.成績評価 

・時間ごとのワークシート 15%  （学習目標の①④に対応） 
・課題の提出 10%  （学習目標の①④に対応） 
・時間ごとの会話復習 15%  （学習目標の②③に対応） 
・単語テスト 10%  （学習目標の①に対応） 
・発音チェックテスト 10%  （学習目標の②に対応） 
・総括テスト 40%  （学習目標の①〜④に対応）  
 

22.コメント 

どの国の言葉もそれを共に学ぶ人たちの心を結ぶリボンの役割をすると信じています。ひと
つの単語を知り、少しずつ韓国語で会話できる楽しさをぜひ感じてほしいです。韓国語の最
初の一歩でつまずかないように少しでも疑問があれば授業終了後に質問するようにこころが
けましょう。 
※スケジュールは変更することがあります。  
 

23.オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
オリエンテーション：春学期授業の流れを簡単な単語
を学びながら説明 

今回の単語の復習、シラバスの確認  
 

【第２回】 

前回の復習/ハングルのしくみを理解する 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

ハングルのしくみを説明できるようにワーク
シートを振り返る  
 

【第 3 回】 前回の復習/子音の紹介、発音練習のための資料説明 子音を読めるようにする  



（第 8 回まで使用） 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

 

【第 4 回】 

前回の復習/⺟音の紹介 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

⺟音を読めるようにする  
  
 

【第 5 回】 

前回の復習/間違いやすい子音と⺟音 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

 子音と⺟音を書けるようにする  
 

【第 6 回】 

前回の復習/子音と⺟音を組み合わせた反切表 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

配付のワークシートの単語を覚え、テストに
備える  
 

【第 7 回】 

前回の復習/反切表から濁音現象を理解する 
＜単語テスト＞ 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

反切表を写し書き次回提出する  
 

【第 8 回】 

前回の復習/ハングルのパッチム（終声）の紹介 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

パッチムを読めるようにする  
 

【第 9 回】 

前回の復習/パッチム（終声）の文字と発音 
【ワークシート】会話（ペアワーク、グループワーク
で行う）  
 

これまでの会話をまとめて復習する  
 

【第 10 回】 映像を通しこれまでの会話の聞き取り練習 映像を通し聞き取れた会話をまとめる 

【第 11 回】 
韓国の文化を学ぶ（1）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 

学んだ内容を実践する 

【第 12 回】 
韓国の文化を学ぶ（２）（ペアワーク、グループワー
クで行う） 

学んだ内容を実践する 
＊次回,配付プリント全て持参する  
 

【第 13 回】 第 1 回から第 12 回までの総復習 
総括テストの勉強をする  
 

【第 14 回】 春学期総括テストと発音チェックテストの準備 
 発音チェックテストの練習をする  
 

【第 15 回】 まとめと発音チェックテスト 
春学期学習内容の整理  
 



1.授
業コ
ード 
（ナ
ンバ
リン
グ） 

CB0121-Y01 2.科目名 中国語・中国文化Ⅰ 3.単位数 2 

4.授
業担
当教
員 

程遠巍 

5.授
業科
目の
区分 

 6.必修・ 
選択の区分 

 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履
修可
能な
専攻 

 9.履修学年  

10.
取得
資格
の要
件 

 11.先修条件 
この科目に続き、今後中国語・中国文化Ⅱ も
履修してください 

12.
研究
室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E
-
Mail 
Addr
ess 

※ 15.授業形態  

16.
履修
制限 

中国語初心者向けの授業です。初回の授業でオリエンテーションを行いますので、履修希望者は必ず出席し
てください。なお、中国語を⺟語とする留学⽣は履修できません。 

17.
授業
の目
的と
概要 

中国語の発音から始め、新しい単語や文法事項、コミュニケーションするための簡単な表現を学んで行きま
す。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニングを実現するような授業展開をします。将
来、中国語を学習するための基礎能力を身につけます。 

18.
学習
目標
と 
 Ｄ
Ｐと
の関
連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（３）多様性理解（５）コミュニケーシ
ョンスキル、の学修に関連しています。  
1. HSK１級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができる。 
3. 自分自身のことや日常⽣活に関して、具体的なコミュニケーションを行うことができる。 



19.
教科
書・
教材 

わくわくスタディ 実学実用 初級中国語 ライト版 朝日出版社 

20.
参考
文献 

授業内に適宜紹介 

21.
成績
評価 

評価の方法と配点は次のとおりで
す。                                                       
                                                          
    ・ 平常評価（小テストなど）  30 点 （学習目標③に対
応）                                                        
                                  ・ 

22.
コメ
ント 

復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習をしましょう。 

23.
オフ
ィス
アワ
ー 

授業の前後に教室で質問を受け付けます。 

24
.
授
業
回
数

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【
第
1
回
】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方法
などについて） 
・講義（第 1 課 声調と単⺟音） 
 

復習：第 1 課の復習 
予習：第２課の予習 
 

【
第
2
回
】 

第 2 課 声⺟表、無気音、有気音 
復習：第２課の復習 
予習：第３課の予習 
 

【
第
3
回
】 

第 3 課 ⿐音を伴う⺟音 
復習：第３課の復習 
予習：第４課の予習 
 

【
第
4
回
】 

第４課 声調変化、教室用語 
復習：第４課の復習 
予習：第５課の予習 
 



【
第
5
回
】 

第５課 動詞と人称代名詞 
復習：第５課の復習 
予習：第６課の予習 
 

【
第
6
回
】 

第６課 名前の尋ね方 
復習：第６課の復習 
予習：第７課の予習 
 

【
第
7
回
】 

第７課 動詞述語文と疑問文 復習：第 1 課〜第 7 課までの復習 

【
第
8
回
】 

中間試験の実施と答え合わせ 
復習：中間試験のふりかえり 
予習：第８課の予習 

【
第
9
回
】 

第８課 助動詞と連動文 
復習：第８課の復習 
予習：第９課の予習 
 

【
第
10
回
】 

第９課 量詞と動詞「有」 
復習：第９課の復習 
予習：第１０課の予習 
 

【
第
1
１
回
】 

第 10 課  形容詞述語文と助詞「?」 
復習：第 1０課の復習 
 

【
第
1
２
回
】 

映画鑑賞 
復習：第８課〜第１1 課の復習 
 

【
第
1
３
回
】 

総復習 復習：今回の復習 
 



【
第
1
４
回
】 

総括試験 総括試験の振り返り 

【
第
1
５
回
】 

総括試験の答え合わせ これまでの学習の振り返り 



1.授
業コ
ード 
（ナ
ンバ
リン
グ） 

CB0121-Y02 2.科目名 中国語・中国文化（１） （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授
業担
当教
員 

程遠巍 

5.授
業科
目の
区分 

 6.必修・ 
選択の区分 

 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履
修可
能な
専攻 

 9.履修学年  

10.
取得
資格
の要
件 

 11.先修条件 
この科目に続き、今後中国語・中国文化Ⅱ も
履修してください 

12.
研究
室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E
-
Mail 
Addr
ess 

※ 15.授業形態  

16.
履修
制限 

中国語初心者向けの授業です。初回の授業でオリエンテーションを行いますので、履修希望者は必ず出席し
てください。なお、中国語を⺟語とする留学⽣は履修できません。 

17.
授業
の目
的と
概要 

中国語の発音から始め、新しい単語や文法事項、コミュニケーションするための簡単な表現を学んで行きま
す。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニングを実現するような授業展開をします。将
来、中国語を学習するための基礎能力を身につけます。 

18.
学習
目標
と 
 Ｄ
Ｐと
の関
連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（３）多様性理解（５）コミュニケーシ
ョンスキル、の学修に関連しています。  
1. HSK１級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができる。 
3. 自分自身のことや日常⽣活に関して、具体的なコミュニケーションを行うことができる。 



19.
教科
書・
教材 

わくわくスタディ 実学実用 初級中国語 ライト版 朝日出版社 

20.
参考
文献 

授業内に適宜紹介 

21.
成績
評価 

評価の方法と配点は次のとおりで
す。                                                       
                                                          
    ・ 平常評価（小テストなど）  30 点 （学習目標③に対
応）                                                        
                                  ・ 

22.
コメ
ント 

復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習をしましょう。 

23.
オフ
ィス
アワ
ー 

授業の前後に教室で質問を受け付けます。 

24
.
授
業
回
数

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【
第
1
回
】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方法
などについて） 
・講義（第 1 課 声調と単⺟音） 
 

復習：第 1 課の復習 
予習：第２課の予習 
 

【
第
2
回
】 

第 2 課 声⺟表、無気音、有気音 
復習：第２課の復習 
予習：第３課の予習 
 

【
第
3
回
】 

第 3 課 ⿐音を伴う⺟音 
復習：第３課の復習 
予習：第４課の予習 
 

【
第
4
回
】 

第４課 声調変化、教室用語 
復習：第４課の復習 
予習：第５課の予習 
 



【
第
5
回
】 

第５課 動詞と人称代名詞 
復習：第５課の復習 
予習：第６課の予習 
 

【
第
6
回
】 

第６課 名前の尋ね方 
復習：第６課の復習 
予習：第７課の予習 
 

【
第
7
回
】 

第７課 動詞述語文と疑問文 復習：第 1 課〜第 7 課までの復習 

【
第
8
回
】 

中間試験の実施と答え合わせ 
復習：中間試験のふりかえり 
予習：第８課の予習 

【
第
9
回
】 

第８課 助動詞と連動文 
復習：第８課の復習 
予習：第９課の予習 
 

【
第
10
回
】 

第９課 量詞と動詞「有」 
復習：第９課の復習 
予習：第１０課の予習 
 

【
第
1
１
回
】 

第 10 課  形容詞述語文と助詞「?」 
復習：第 1０課の復習 
 

【
第
1
２
回
】 

映画鑑賞 
復習：第８課〜第１1 課の復習 
 

【
第
1
３
回
】 

総復習 復習：今回の復習 
 



【
第
1
４
回
】 

総括試験 総括試験の振り返り 

【
第
1
５
回
】 

総括試験の答え合わせ これまでの学習の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0123-
Y01 

2.科目名 スペイン語･スペイン文化Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修上限人数あり（GPA で選抜） 

17.授業の目的と概要 
基礎的なスペイン語能力を身につけることを目的とします。 
スペイン語・スペイン文化Ⅱの学修後には、独学でさらにスペイン語の学修を続けられる力
を身につけることを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3（多様性理解）と DP5（コミュニケーションスキル）と関連して
います。 
①スペイン語の基礎語彙を身につける。 
②基礎的な文法について理解する。 
③スペイン語を正しく発音できるようになる。 

19.教科書・教材 
エウヘニオ・デル・プラド、齋藤華子、仲道慎治（著）『イメージ・スペイン語』（Espanol 
en imagenes）朝日出版社 

20.参考文献 特になし 

21.成績評価 
・小テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 
・発音確認テスト 20 点 ［学習目標①③に対応］ 
・期末テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法について） 
・講義「スペイン語とはどのような言語か」 

教科書第 1 課の予習 

【第 2 回】 
・教科書第 1 課：アルファベット、アクセントのル
ール、⺟音、子音 

語彙の復習、第 2 課の予習 

【第 3 回】 
・小テスト 
・第 2 課：名詞の性と数、冠詞、主格人称代名詞、
動詞 ser 

冠詞と代名詞の復習 

【第 4 回】 
・小テスト 
・第 2 課の発展学習 

ser の活用の復習、語彙の復習、第 3 課の予
習 

【第 5 回】 
・小テスト 
・第 3 課：形容詞、所有詞、疑問文と否定文、動詞
tener、数詞 

形容詞と所有詞の復習、数詞の復習 

【第 6 回】 
・小テスト 
・第 3 課の発展学習 

・tener の活用の復習 
・第 4 課の予習 

【第 7 回】 
・小テスト 
・第 4 課：規則動詞の直説法現在形、前置詞、疑問
詞 

規則動詞、前置詞、疑問詞の復習 

【第 8 回】 ・小テスト 第 5 課の予習 



・第 4 課の発展学習 

【第 9 回】 
・小テスト 
・第 5 課：指示詞、動詞 estar、存在文、ser と
estar、tener を使った表現 

指示詞、estar の復習 

【第 10 回】 ・小テスト 
・第 5 課の発展学習 

存在文の復習 
第 6 課の予習 

【第 11 回】 
・小テスト 
・第 6 課：不規則活用する主な動詞、時刻・日付の
表現、疑問詞 

時刻・日付の表現、疑問詞の復習 

【第 12 回】 ・小テスト 
・第 6 課の発展学習 

第 7 課の予習 

【第 13 回】 
・小テスト 
・第 7 課：語幹⺟音変化動詞、天候の表現、直接目
的格人称代名詞 

直接目的格人称代名詞の復習 

【第 14 回】 
・小テスト 
・全体の復習 
・発音確認テスト 

期末テストの準備 

【第 15 回】 ・期末テスト 
・問題の解説 

教科書の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0123-
Y02 

2.科目名 
スペイン語・スペイン文化（１） （2018
⽣） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修上限人数あり（GPA で選抜） 

17.授業の目的と概要 
基礎的なスペイン語能力を身につけることを目的とします。 
スペイン語・スペイン文化Ⅱの学修後には、独学でさらにスペイン語の学修を続けられる力
を身につけることを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3（多様性理解）と DP5（コミュニケーションスキル）と関連して
います。 
①スペイン語の基礎語彙を身につける。 
②基礎的な文法について理解する。 
③スペイン語を正しく発音できるようになる。 

19.教科書・教材 
エウヘニオ・デル・プラド、齋藤華子、仲道慎治（著）『イメージ・スペイン語』（Espanol 
en imagenes）朝日出版社 

20.参考文献 特になし 

21.成績評価 
・小テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 
・発音確認テスト 20 点 ［学習目標①③に対応］ 
・期末テスト 40 点 ［学習目標①②に対応］ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法について） 
・講義「スペイン語とはどのような言語か」 

教科書第 1 課の予習 

【第 2 回】 
・教科書第 1 課：アルファベット、アクセントのル
ール、⺟音、子音 

語彙の復習、第 2 課の予習 

【第 3 回】 
・小テスト 
・第 2 課：名詞の性と数、冠詞、主格人称代名詞、
動詞 ser 

冠詞と代名詞の復習 

【第 4 回】 
・小テスト 
・第 2 課の発展学習 

ser の活用の復習、語彙の復習、第 3 課の予
習 

【第 5 回】 
・小テスト 
・第 3 課：形容詞、所有詞、疑問文と否定文、動詞
tener、数詞 

形容詞と所有詞の復習、数詞の復習 

【第 6 回】 
・小テスト 
・第 3 課の発展学習 

・tener の活用の復習 
・第 4 課の予習 

【第 7 回】 
・小テスト 
・第 4 課：規則動詞の直説法現在形、前置詞、疑問
詞 

規則動詞、前置詞、疑問詞の復習 

【第 8 回】 ・小テスト 第 5 課の予習 



・第 4 課の発展学習 

【第 9 回】 
・小テスト 
・第 5 課：指示詞、動詞 estar、存在文、ser と
estar、tener を使った表現 

指示詞、estar の復習 

【第 10 回】 ・小テスト 
・第 5 課の発展学習 

存在文の復習 
第 6 課の予習 

【第 11 回】 
・小テスト 
・第 6 課：不規則活用する主な動詞、時刻・日付の
表現、疑問詞 

時刻・日付の表現、疑問詞の復習 

【第 12 回】 ・小テスト 
・第 6 課の発展学習 

第 7 課の予習 

【第 13 回】 
・小テスト 
・第 7 課：語幹⺟音変化動詞、天候の表現、直接目
的格人称代名詞 

直接目的格人称代名詞の復習 

【第 14 回】 
・小テスト 
・全体の復習 
・発音確認テスト 

期末テストの準備 

【第 15 回】 ・期末テスト 
・問題の解説 

教科書の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0125-
Y01 

2.科目名 フランス語・フランス文化Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 柴田秀樹 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2018 年度以前入学
⽣） 9.履修学年 3 年次〜 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、フランス語の基礎的な能力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
具体的には、文法事項の説明と発音練習を毎回行い、その後練習問題に取り組みます。８回
目の授業では中間試験を実施します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の「K2．グローバルな交流と平和を推進
する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ」および「K4．異なる価値観を理解し、自
分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①フランス語の基礎的な文法に関する問題に正しく解答できる。 
②フランス語の発音に関する問題に正しく解答できる。  
③フランス語で簡単な自己紹介ができる。 

19.教科書・教材 松村博史、バンドロム・エディ『クロワッサン 基礎からわかるフランス語』朝日出版社 
20.参考文献 特になし 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・中間試験（４０点） 【学習目標①、②に対応】 
・期末試験（６０点） 【学習目標①、②、③に対応】 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・講義 「フランス語のアルファべと発音」 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第一章を読む 

【第 2 回】 ・講義「フランス語の挨拶」（教科書第一章） 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第一章練習問題を解く 

【第 3 回】 ・活動「練習問題と数字の言い方」（教科書第一章） 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第二章を読む 

【第 4 回】 ・講義「名詞と冠詞」（教科書第二章） 復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第二章練習問題を解く 

【第 5 回】 ・活動「練習問題と会話練習」（教科書第二章） 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第三章を読む 

【第 6 回】 ・講義「‐er 動詞と自己紹介」（教科書第三章） 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第三章練習問題を解く 

【第 7 回】 ・活動「練習問題と自己紹介」（教科書第三章）、これ 復習：これまでの内容の復習および授業ノー



までの復習 トの整理 
予習：中間試験に向けて練習問題に再度取り
組む 

【第 8 回】 中間試験 
復習：試験内容の復習および授業ノートの整
理 
予習：教科書第四章を読む 

【第 9 回】 
・講義「etre 動詞と avoir 動詞、指示形容詞」（教科
書第四章） 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第四章練習問題を解く 

【第 10 回】 
・活動「練習問題と 20〜60 までの数字」（教科書第
四章） 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第五章を読む 

【第 11 回】 ・講義「形容詞」（教科書第五章） 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第五章練習問題を解く 

【第 12 回】 ・活動「練習問題と時間の尋ね方」（教科書第五章） 復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第六章を読む 

【第 13 回】 ・講義「aller と venir, 近接未来と近接過去」（教科書
第六章） 

復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第六章練習問題を解く 

【第 14 回】 ・活動「練習問題と曜日、月の言い方」（教科書第六
章）、これまでの復習 

復習：これまでの内容の復習および授業ノー
トの整理 
予習：期末試験に向けて練習問題に再度取り
組む 

【第 15 回】 総括試験 復習：試験内容の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0127-
Y01 

2.科目名 選択英語 コミュニケーション基礎Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常⽣活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講⽣全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today I by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

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

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Couch Potatoes 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Couch Potatoes 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  The Blind Date 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 The Blind Date 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Single Parent Families 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Single Parent Families 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0129-
Y01 

2.科目名 選択英語 Reading and WritingⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 原則、1 年次の総合英語（基礎英語）の授業で、A・B クラスを受講していた人が対象 

17.授業の目的と概要 
より本格的な英文理解とエッセイライティングのためのベースとなる英語力を育てます。た
くさん英文を読み、自分の考えや意見を英語で書きます。日本以外の国・地域の事情や習
慣、文化、価値観についても学ぶことができます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
1.英文を読み、そこに書かれた概念や著者の主張を的確にとらえられる 
2.各ユニットで扱われる重要表現を身につけ、積極的に使うことができる 
3.英文を読んだり書いたりするうえで必須の語彙及び文法を理解する 
4.⻑文を読むうえで役⽴つリーディングストラテジーについて学び、使うことができる 
5.エッセイライティングのための基本スキルを身につける 
6.テーマに関連した世界のさまざまな事情や考え方を知る 

19.教科書・教材 World Link 2 A, Combo Split Student Book  (Third Edition) 
20.参考文献  

21.成績評価 
・授業内活動及び単語・小テスト（発表等）20%（学習目標③に対応） 
・第 8 回 中間試験  20%（学習目標①、②、③、④、⑤、⑥に対応） 
・第 15 回 到達度試験 60%（学習目標①、②、③、④、⑤、⑥に対応） 

22.コメント 

実践的な英語コミュニケーション能力を高めるために「選択英語 Listening & SpeakingⅠ 
上級」と併修すれば、さらなる学習効果が高まります。 
・提出された課題は、丁寧なコメントを付け返却します。 
・到達度確認テストを実施後、解答の解説をします。 
・授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
・テキスト忘れ、授業活動にきちんと参加していない、宿題をしていないなどの場合には欠
席扱いとなることがあります。 
・授業内での活動及び homework を重視していますので、欠席することの無いように。や
む終えず欠席してしまった場合、必ず次の授業までに担当教員より学習内容及び宿題を確認
し、準備をして授業に臨んで下さい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introduction 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 2 回】 Unit 1 My life : Lesson B Lessons learned 
予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし



て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 3 回】 Unit 1 My life : Lesson B Lessons learned 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 4 回】 Unit 2 Let's eat! : Lesson B Eating well 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 5 回】 Unit 2 Let's eat! : Lesson B Eating well 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 6 回】 Unit 3 Mysteries : Lesson B Unsolved mysteries 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 7 回】 Unit 3 Mysteries : Lesson B Unsolved mysteries 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 8 回】 到達度確認テストと解説 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 9 回】 Unit 4 Trends : Lesson 2 Fashoin trends 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 10 回】 Unit 4 Trends : Lesson 2 Fashoin trends 
予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし



て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 11 回】 Unit 5 Out and About : Lesson B My neighborhood 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 12 回】 Unit 5 Out and About : Lesson B My neighborhood 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 13 回】 Unit 6 Goals : Lesson B After graduation 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 14 回】 Unit 6 Goals : Lesson B After graduation 

予習：各ユニットの予習をして、次週の授業
に臨むこと。 
復習：毎時間必ず宿題があるので、予習をし
て次週の授業に臨むこと。また、Digibook
が利用できるので、学習したユニットの復習
に活用すること。 

【第 15 回】 まとめと総括試験  



1.授
業コ
ード 
（ナ
ンバ
リン
グ） 

CB0131-Y01 2.科目名 選択中国語 入門Ⅰ 3.単位数 2 

4.授
業担
当教
員 

程遠巍 

5.授
業科
目の
区分 

 6.必修・ 
選択の区分 

 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履
修可
能な
専攻 

 9.履修学年  

10.
取得
資格
の要
件 

 11.先修条件 
この科目に続き、今後中国語・中国文化Ⅱ も
履修してください 

12.
研究
室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E
-
Mail 
Add
ress 

※ 15.授業形態  

16.
履修
制限 

中国語初心者向けの授業です。初回の授業でオリエンテーションを行いますので、履修希望者は必ず出席して
ください。なお、中国語を⺟語とする留学⽣は履修できません。 

17.
授業
の目
的と
概要 

中国語の発音から始め、新しい単語や文法事項、コミュニケーションするための簡単な表現を学んで行きま
す。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニングを実現するような授業展開をします。将
来、中国語を学習するための基礎能力を身につけます。 

18.
学習
目標
と 
 Ｄ
Ｐと
の関
連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（３）多様性理解（５）コミュニケーシ
ョンスキル、の学修に関連しています。  
1. HSK１級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができる。 
3. 自分自身のことや日常⽣活に関して、具体的なコミュニケーションを行うことができる。 



19.
教科
書・
教材 

わくわくスタディ 実学実用 初級中国語 ライト版 朝日出版社 

20.
参考
文献 

授業内に適宜紹介 

21.
成績
評価 

評価の方法と配点は次のとおりで
す。                                                        
                                                    
  ・ 平常評価（小テストなど）  30 点 （学習目標③に対
応）                                                         
                                 ・ 

22.
コメ
ント 

復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習をしましょう。 

23.
オフ
ィス
アワ
ー 

授業の前後に教室で質問を受け付けます。 

24
.
授
業
回
数

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【
第
1
回
】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方法
などについて） 
・講義（第 1 課 声調と単⺟音） 
 

復習：第 1 課の復習 
予習：第２課の予習 
 

【
第
2
回
】 

第 2 課 声⺟表、無気音、有気音 
復習：第２課の復習 
予習：第３課の予習 
 

【
第
3
回
】 

第 3 課 ⿐音を伴う⺟音 
復習：第３課の復習 
予習：第４課の予習 
 

【
第
4
回
】 

第４課 声調変化、教室用語 
復習：第４課の復習 
予習：第５課の予習 
 



【
第
5
回
】 

第５課 動詞と人称代名詞 
復習：第５課の復習 
予習：第６課の予習 
 

【
第
6
回
】 

第６課 名前の尋ね方 
復習：第６課の復習 
予習：第７課の予習 
 

【
第
7
回
】 

第７課 動詞述語文と疑問文 復習：第 1 課〜第 7 課までの復習 

【
第
8
回
】 

中間試験の実施と答え合わせ 
復習：中間試験のふりかえり 
予習：第８課の予習 

【
第
9
回
】 

第８課 助動詞と連動文 
復習：第８課の復習 
予習：第９課の予習 
 

【
第
10
回
】 

第９課 量詞と動詞「有」 
復習：第９課の復習 
予習：第１０課の予習 
 

【
第
1
１
回
】 

第 10 課  形容詞述語文と助詞「?」 
復習：第 1０課の復習 
 

【
第
1
２
回
】 

映画鑑賞 
復習：第８課〜第１1 課の復習 
 

【
第
1
３
回
】 

総復習 復習：今回の復習 
 



【
第
1
４
回
】 

総括試験 総括試験の振り返り 

【
第
1
５
回
】 

総括試験の答え合わせ これまでの学習の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0135-
Y01 

2.科目名 選択中国語 初中級 作文読解 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
「選択中国語初級」または「中国語・中国文化Ⅱ（評価「優」以上を推奨）」以上の中国語
基礎力が必要です。なお、標準中国語を⺟語もしくは第２言語とする留学⽣（中国大陸、台
湾、⾹港出身者）は履修できません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】主に「中国語で文を作る力」「中国語の文を読み解く力」を身につけることに重点
をおきます。また、中国語の文を正しく理解し、適切な日本語で表現する力も身につけま
す。 
【概要】 
「中国語・中国文化Ⅱ」や「選択中国語初級」で学んだことを復習しながら、さらに新しい
単語や表現、文法事項を学びます。それに加え、日本人が苦手なリスニングも、練習問題で
慣れるようにします。また、正しく発音できるように、朗読のチェックも行っていきます。
また、教科書の内容を学習するだけでなく、学んだ語彙や表現に関連する『コナン』の中国
語 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（５）コミュニケーションスキル、
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は、次のとおりです。 
1.  HSK3 級、または中国語検定 4 級に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題
に答えることができる。 
2.  基本的な語彙や文法事項を用いて、簡単な中国語の文章がわかる、書ける、言える。 
3.  正しい発音で文章が朗読できる。 

19.教科書・教材 尹景春・竹島毅著『中国語 つぎへの一歩』⽩水社 2200 円+税 
20.参考文献 授業中に適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・各課小テスト ・・・各 5 点×6 回＝30 点（学習目標①、②に対応）   
※回答率８０％以上＝５点、６０％〜８０％未満＝３点、３０％〜６０％未満＝２点 
３０％以下＝０点 
・各課本文の訳 ・・・各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標②に対応） 
※１回提出につき 2.5 点。ただし、回答によっては減点または０点になることもある。 
詳細は授業で説明する。 
・本文の朗読・・・各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標③に対応） 
※スムーズに読めれば 2.5 点 
・総括試験・・・４０点（学習目標①、 

22.コメント 

・コミュニケーション能力の養成に重きを置く「選択中国語初中級コミュニケーション」と
同レベルの科目です。2 科目併修すれば、さらに学習効果が高まります。 
・課題の文章体中国語はやや難しい教材ですが、仲間と一緒に考えながらチャレンジしてい
きます。予習をしっかりして、積極的に議論に参加しましょう。中国語の新聞記事などを読
み解く力が必ずつくはずです。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィス・アワー（尼崎） ⽕曜日 4 時間目 
学修支援センターオフィス・アワー（山手） 水曜日昼休み 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション 
第 1 課導入（朗読チェックと単語、文法） 
自習方法の説明 

１）第 1 課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 
 

【第 2 回】 

第 1 課 中国に行こう！（助動詞「「可以」「要」な
ど） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 
 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第 2 課音読練習、できれば訳も考え
る 
 

【第 3 回】 
第 1 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第 2 課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第２課音読練習  
２）２課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 4 回】 

第 2 課 ジャスミン茶を飲もう！（「的」の用法、原
因や理由を表す言い方、など） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 
 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第３課音読練習、できれば訳も考える 

【第 5 回】 
第２課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第３課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第３課音読練習  
２）３課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 6 回】 

第 3 課 友だちをつくろう！（連動文、”是~的”の
文、など） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第４課音読練習、できれば訳も考える 

【第 7 回】 
第３課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第４課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第４課音読練習  
２）４課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 8 回】 

第 4 課 ⻑城に登ろう！（了"の３つの用法、副詞"就
"）" 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第５課音読練習、できれば訳も考える 

【第 9 回】 
第４課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第５課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第５課音読練習  
２）５課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 10 回】 
第 5 課 卓球を楽しもう！（様態補語など） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：トレーニング 5（リスニング問題） 
予習：第 6 課音読練習、できれば訳も考え
る 
発展：論説体中国語ドリル（第 18 回） 

【第 11 回】 
第５課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第６課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第６課音読練習  
２）６課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 12 回】 

第 6 課 漢字を覚えよう！（結果補語、副詞有点儿"
など） " 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：間違えたところのふりかえり 
 

【第 13 回】 第６課振り返り（①Webclass を使った小テスト、② 復習：できなかった問題を見直す。 



朗読テスト） 
 

   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 

【第 14 回】 HSK チャレンジ（HSK3 級の読解問題や作文問題を
解いてみる） 

復習：できなかった問題を見直す。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 

【第 15 回】 学習の振り返り、総括試験 
復習 これまでのノートをまとめる。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0139-
Y01 

2.科目名 選択中国語 中上級 コミュニケーション 3.単位数 2 

4.授業担当教員 程遠巍 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 中国語学習歴がある。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
中国人観光客に人気のスポットで使える接客の「言葉・表現」を学習するとともに、ホスピ
タリティーに関する日中間のマナーや文化の差異なども確認する。また、添乗員、ツアーガ
イド、ホテルマンなど各業種の基本的な業界用語・表現を学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・中国語で日本の観光事情を紹介する。 
・観光現場の課題を理解する。 
・中国語で接客できる。 

19.教科書・教材 プリント配布 
20.参考文献  
21.成績評価 授業課題（出席、ロールプレイの達成度）５０％、総括レポート５０％ 
22.コメント ※授業は進行状況に応じて内容を変更したり前後したりして行う場合があります。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 オリエンテーション  
 ガイドの基本フレーズ① 授業内容を復習する 
 ガイドの基本フレーズ② 授業内容を復習する 
 食事をする① ロールプレイのフレーズを暗記する 
 食事をする② ロールプレイのフレーズを暗記する 
 観光案内する① ロールプレイのフレーズを暗記する 
 観光案内する② ロールプレイのフレーズを暗記する 
 買い物する① ロールプレイのフレーズを暗記する 
 買い物する② ロールプレイのフレーズを暗記する 

 交通機関を利用する① 
 

ロールプレイのフレーズを暗記する 

 交通機関を利用する② ロールプレイのフレーズを暗記する 
 旅館に泊まる① ロールプレイのフレーズを暗記する 
 旅館に泊まる② ロールプレイのフレーズを暗記する 
 日本の文化・⽣活に親しむ① ロールプレイのフレーズを暗記する 
 日本の文化・⽣活に親しむ② 総括レポートの作成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0148-
Y01 

2.科目名 哲学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学⽣）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
⽣） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

日常的、常識的にはことさら意識されず「当たり前」だとされる事柄の内に、考えるべき問
題を発見し、主体的、批判的に思考する姿勢を身につけることを目的とします。⻄洋哲学の
歴史の中から、理解しやすいものを選んで、日常的な常識とは別の思考の存在に触れてもら
いたいと思います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の 2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。3.多様な価値観
を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。S2.社会や文化について科
学的に理解する力。の学修に関連しています。 
①授業で取り上げられた問題と議論の内容を理解し、それを文章によって表現できる。 
②これに対する自分の意見を表明できる。 
③主体的、批判的な思考態度を身につける。 

19.教科書・教材 毎回、資料を配布し、WebClass で公開します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 適宜、授業中に紹介します。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次の通りです。 
総括試験（学期末）50 点（学習目標①に対応）  
小レポート（毎回授業終了後に WebClass で提出）50 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント できれば毎日、新聞などに目を通して、世の中で起こっていることに関心を持ってくださ
い。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：水曜 2 限目 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 「哲学」とは 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 2 回】 ソクラテスの対話 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 3 回】 ソフィストと相対主義 
課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく



ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 4 回】 他人の心 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 5 回】 夢と現実（１）デカルトについて 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 6 回】 夢と現実（２）デカルトの懐疑 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 7 回】 夢と現実（３）「マトリックス」の哲学 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 8 回】 ハイデガーと「日常性」 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 9 回】 ハイデガーと「死」の問題 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 10 回】 エピクロスの「快楽主義」 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 11 回】 アイデンティティと共同体の問題 
課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく



ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 12 回】 「自由」の意味 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 13 回】 哲学への関心 『ソフィーの世界』 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 14 回】 「子ども」のための哲学 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：これまでの授業の内容を確認
しておいてください。 

【第 15 回】 まとめと振り返り 再び「哲学」とは 総括試験 復習：これまでの授業の内容を振り返ってみ
てください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0150-
Y01 

2.科目名 社会思想史 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

18 世紀の思想家、ジャン＝ジャック・ルソーの思想から、現在の社会や自然をめぐる諸問
題について考えるための手掛かりを学ぶことを目的とします。ルソーによれば「自然のま
ま」が理想の状態であり、彼の思想は、⺠主主義とは何か、という問題から、子供をめぐる
考え方、現代のエコロジー運動に至るまで、後世に大きな影響を与えています。これらに関
連するルソーの主要な著作を紹介し、一緒に考えてほしいと思います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の 2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。3.多様な価値観
を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。S1.修得した知識・技能を
通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力。S2.社会や文化について科学的に理解す
る力。の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①授業で取り上げられた問題と議論の内容を理解し、それを文章によって表現できる。 
②これに対する自分の意見を表明できる。 
③主体的、批判的な思考態度を身につける。 

19.教科書・教材 毎回、資料を配布し、WebClass で公開します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 適宜、授業中に紹介します。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次の通りです。 
総括試験（学期末）50 点（学習目標①に対応）  
小レポート（毎回授業終了後 WebClass で提出）50 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント 
できれば毎日、新聞などに目を通して、世の中で起こっていることに関心を持ってくださ
い。 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜 2 限目 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ルソー紹介 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 2 回】 「自然」観について 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 3 回】 『学問芸術論』（１） -文化と自然 
課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整



理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 4 回】 『学問芸術論』（２） -進歩と堕落 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 5 回】 『人間不平等起源論』（１）-「自然状態」の人間 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 6 回】 『人間不平等起源論』（２）-ホッブズとルソー 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 7 回】 『人間不平等起源論』（３）-理性と感情 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 8 回】 『人間不平等起源論』（４）-不平等の起源 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 9 回】 『社会契約論』（１） −「⺠主主義」をめぐって 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 10 回】 『社会契約論』（２） −社会契約について 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 11 回】 
『エミール』（１） −ルソー以前の「子供」につい
ての考え方 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整



理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 12 回】 『エミール』（２） −自然と社会 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 13 回】 『エミール』（３） 女性について 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 14 回】 ルソーの影響力 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：これまでの授業の内容を確認
しておいてください。 

【第 15 回】 まとめと振り返り 総括試験 
復習：これまでの授業の内容を振り返ってみ
てください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0151-
Y01 

2.科目名 ことばと人間 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 100 名以内 

17.授業の目的と概要 

【目的】言語学の基礎を概説し、ことばについて深く考察する方法を身に付けることを目的
とします。 
【概要】毎回プリントを配付し、講義形式で行います。 
また、リアクションペーパーなどを用い、受講⽣の理解度を見ながら解説を加えたり、必要
に応じてアクティブラーニング的なワーク（グループワーク、ディスカッション等）を行っ
たりします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は DP の S1「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解す
る力」、S2「社会や文化について科学的に理解する力」、S3「新たな文化創造のための豊か
な感性を涵養し、社会発展に貢献する力」（2019 年度以前入学⽣）、（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力（５）コミュニケーションスキル（2020 年度以降入学⽣）、の学修に関連し
ています。 
学習目標は以下の通りです。 
①言語学の基礎（知識、考え方）を理解し、説明できる。 
②身近なことばについて深く考察することができる。 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布します。 
20.参考文献 授業の中で適宜紹介します。 

21.成績評価 
以下を成績評価の目安とします。 
①授業中の質疑応答や提出課題を含む積極的な取り組み 60％ ［学習目標①に対応］ 
②期末レポート 40％ ［学習目標②に対応］ 

22.コメント 
普段から身近な言語現象に注目し、必要に応じて調べる習慣を身につけるようにしてくださ
い。 

23.オフィスアワー 
月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 人間のことば 今回の復習、次回の予習 
【第 2 回】 世界の言語 今回の復習、次回の予習 
【第 3 回】 言語の変化 今回の復習、次回の予習 
【第 4 回】 文字の発達 今回の復習、次回の予習 
【第 5 回】 音の構造(1)：音声学 今回の復習、次回の予習 
【第 6 回】 音の構造(2)：音韻論 今回の復習、次回の予習 
【第 7 回】 語の構造(1)：語、形態素、語の構造 今回の復習、次回の予習 
【第 8 回】 語の構造(2)：語形成のプロセス 今回の復習、次回の予習 
【第 9 回】 文の構造(1)：文、統語構造 今回の復習、次回の予習 
【第 10 回】 文の構造(2)：補文、文の変形 今回の復習、次回の予習 
【第 11 回】 意味の構造、談話の構造 今回の復習、次回の予習 
【第 12 回】 ことばの運用 今回の復習、次回の予習 
【第 13 回】 ことばと脳 今回の復習、次回の予習 



【第 14 回】 ことばと社会 
今回の復習、次回の予習、期末レポート仕上
げ 

【第 15 回】 ことば遊び 今回の復習、全体のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0152-
Y01 

2.科目名 地理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学⽣）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
⽣） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
人間が自ら⽣活している世界をどのように認識し、記述表現してきたのかについて空間的、
歴史的視角から考察する学問である地理学の考え方を紹介します。 
【概要】 
講義では、文化-自然、社会-空間、空間-場所、ローカル-グローバル、自己-他者、イメージ
-現実などの多様なスケールの関係に注目しながら、地理学のものの見方や考え方ついて紹
介します。この講義は、ポール・クローク、フィリップ・クラング、マーク・ゴドウィン編
著『人文地理学入門』（Paul Cloke, Philip Crang, Mark Goodw 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標： 
１．人間が自ら⽣活している世界をどのように認識し、記述表現してきたのかについて、さ
まざまな世界の多様な表現としての地図の持つ力について理解して、説明することができ
る。 
２．地理学の多様なスケールとして文化-自然、社会-空間、空間-場所、ローカル-グローバ
ル、自己-他者、イメージ-現実などの関係に注目しながら、地理学のものの見方や考え方に
親しみ、理解して、説明することができる。 

19.教科書・教材 プリントを配付します。 
20.参考文献  授業中にたくさん紹介します。 

21.成績評価 

毎回実施する小テストまたは授業内レポート(２5％)…（学習目標１に対応） 
発表（宿題や授業内レポートで扱ったテーマについて）(25％)…（学習目標１に対応） 
中間テストと期末テスト(５０％)…（学習目標２に対応） 
発表と記述問題は、ルーブリックに基づいて評価します。 

22.コメント 授業では、動画などの視聴覚教材を利用します。また、授業中に、学⽣には、課題や作業を
行ってもらう予定です。したがって、学⽣の授業への出席、作業の参加を重視します。 

23.オフィスアワー 個人研究室： 月曜昼休み 



学修支援センター： ⽕曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション：大学で学ぶ地理学とは？  

【第 2 回】 地図を使って考えよう 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 3 回】 
地図を使って考えよう：メンタルマップと都市のイメ
ージ 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 4 回】 地図の発達史：世界編 
地図の発達史：世界編：ヨーロッパ中世の世界像 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 5 回】 地図の発達史：日本編：仏教の世界観 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 6 回】 地図の持つ力 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 7 回】 
自然ー文化（１） 
中間テスト 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 8 回】 地理学の実践：衣食住をめぐる地理学（その１） 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 9 回】 社会ー空間ー場所 
授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め



て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 10 回】 ローカルーグローバル 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 11 回】 地理学の実践:衣食住をめぐる地理学(その 2) 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 12 回】 自己ー他者 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 13 回】 イメージー現実 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 14 回】 期末テスト 

授業で配布する資料や文献を読んで、まとめ
てきてください。グループごとに順番を決め
て発表してもらいます。発表した内容を授業
の後半にレポートにまとめて毎回の授業内に
提出してください。あわせて小テストも毎回
行います。 

【第 15 回】 まとめ ：地理的想像力と心象地理 期末レポートの口頭試問会 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0153-
Y01 

2.科目名 文化人類学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学⽣）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
⽣） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

前半では異文化理解の基礎となる文化相対主義の視点を、後半では現代における文化や⺠
族、宗教の解読に不可欠な構築主義の視点を学びます。 
授業にあたっては、私自身のニューギニア調査など遠い異文化の事例と、ポップカルチャー
などみなさんに身近な自文化の事例を同等に取り上げ、同じ理論で分析していくことで、そ
れらが地続きの世界の事象であることを示したいと考えています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（3）多様性の理解と（2）問題解決力の学修に関連していま
す。 
①文化を体系的にとらえるための諸理論を説明することができる 
②文化の変化をとらえるための諸理論を説明することができる 
③それらの理論を使い、様々な文化的事象を分析することができる 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②に対応） 
・期末レポート … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業ガイダンス ― 授業概要、成績評価について、期
末レポートについて、文化の定義について 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 
不思議の国の昼休み ― 相対主義編１：自文化の相対
化と異文化理解 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 人類はイネ科植物に支配されている？ ― 相対主義編
２：文化の多様性とそれに対する初期の理論 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 
狩猟採集⺠は原始人なのか？ ― 相対主義編３：初期
理論の問題点 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 
お父さんのいない島 ― 相対主義編４：参与観察型フ
ィールドワークのはじまり 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 
父を弔うための冗談 ― 相対主義編５：参与観察がも
たらした新しい文化観 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 
魂を落とした話を理解する ― 相対主義編６：文化シ
ステムと異文化理解 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 8 回】 「正義の味方」は異文化理解に失敗する ― 相対主義
編７：文化相対主義と多文化主義 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 



【第 9 回】 
そうだ、カッパのせいにしよう ― 構築主義編１：文
化変化のメカニズムと解釈理論 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 10 回】 
日本の寿司とアメリカの SUSHI ― 構築主義編２：
解釈を通じた異文化の受容（１） ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 呪術になったキリスト教とキリストになった呪術師 
― 構築主義編３：解釈を通じた異文化の受容（２） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 
もつれたアイデンティティー ― 構築主義編４：ポス
トコロニアル状況における文化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 
千と千尋の観光地 ― 構築主義編５：観光開発と自文
化の再解釈、伝統の発明、文化の商品化 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 
イスラームの中心で打倒アメリカを叫んだミッキーマ
ウス ― 構築主義編６：ポップカルチャーの政治的利
用とオリエンタリズム批評 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 
⺠族紛争の仕組み ― 構築主義編７：「⺠族」の構築
過程、構築主義編まとめ 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0155-
Y01 

2.科目名 法学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
必須ではありませんが、興味のある学⽣に
は、秋学期の「法律学概論」を併せて受講
することを勧めます。 

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

17.授業の目的と概要 

目的：現代社会の様々な現象や問題に対して、近代法の基本原理を踏まえたうえで、自⽴し
て取り組めることを目的とします。 
概要：「法と道徳の違い」「正義とは何か」「国家の存⽴基盤」「人権の基礎」など、現代国家
の基礎を成す発想を学びます。講義では受講者に対して様々な質問を提起し、質疑応答を取
り入れます。積極的な参加を期待します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

現代社会学部の DP2（主体的な問題解決）、S1（現代社会の諸問題を理解）、S2（社会に対
する科学的な理解）、K1（歴史・文化の理解）と関連します。具体的な到達目標は： 
(1)現代社会の様々な現象や問題に対して、近代法の基本原理を踏まえたうえで、意見形成
できる。 
(2)現代社会のさまざまな社会制度や法領域について、必要な背景知識を踏まえて論じられ
る。 
(3)「権利」「国家」「正義」等の法的概念について、既往の議論を踏まえて取り組むことが
できる。 

19.教科書・教材 定期的に資料を配付します。教科書は使用しません。なお、レジュメや関連資料を、オンラ
インでも公開していく予定です。予習復習に活用して下さい。 

20.参考文献 講義中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

1. 講義中に、アンケートや簡単なテストを定期的に行います。また、講義中に質疑を行い
ますので、その際の応答や参加姿勢も考慮します。主に到達目標(1)、(2)に関連します。…
合わせて 40 点満点 
2. 講義内容の理解度を確認するための期末試験を実施します。主に到達目標(2)(3)に関連し
ます。…60 点満点 
いずれも、そこまでの講義内容全体をカバーするかたちで行います。 
全体で 60 点以上が単位認定となります。アンケートは、4 回中 3 回以上の提出を必要とし
ます。 

22.コメント 

社会的に重要な事件や出来事が、日々報道されています。そうした問題について考えるうえ
で、「何が正しいか」「正しいとはどういうことか」「何を基準にして判断すればよいか」を
考えるうえで、法学は非常に有益な道具⽴てを提供してくれます。社会制度とその動きにつ
いて、日頃から関心をもって見聞を広めて下さい。 

23.オフィスアワー 質問や相談は、講義前後の時間に受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

イントロダクション（本講義の目標、概要、評価方式
等について）。 
講義：⽣活の中の法（※以下、ことわりのない限り講
義形式）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 



2 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 
法の基本的性質Ｉ（そもそも「法」とは何か）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

3 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 
法の基本的性質 II（近代法が備える 4 つの基本的性
質）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

4 法の基本的性質 III（社会規範、制裁）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

5 法システムの社会的機能 I（社会統制、活動促進）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

6 法システムの社会的機能 II（紛争解決、資源配分）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

7 
法と道徳Ｉ（相互の異同と関係について）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

8 
法と道徳 II（具体的事例に即した検討）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

9 
法と道徳 III（アンケートに対する解説）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

10 法と強制（法の実効性や強制の根拠）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

11 
法と正義Ｉ（正しさの様々な基準：適法的正義、形式
的正義）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

12 
法と正義 II（実質的正義、手続的正義）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

13 
法と正義 III（具体的事例に則した検討）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

14 期末試験（※オンライン授業になった場合は、レポー
ト課題に変更する可能性がある） 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

15 
期末試験の解説。 
各国の法（法の多様性）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0155-
Y02 

2.科目名 法学 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
必須ではありませんが、興味のある学⽣に
は、秋学期の「法律学概論」を併せて受講
することを勧めます。 

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

17.授業の目的と概要 

目的：現代社会の様々な現象や問題に対して、近代法の基本原理を踏まえたうえで、自⽴し
て取り組めることを目的とします。 
概要：「法と道徳の違い」「正義とは何か」「国家の存⽴基盤」「人権の基礎」など、現代国家
の基礎を成す発想を学びます。講義では受講者に対して様々な質問を提起し、質疑応答を取
り入れます。積極的な参加を期待します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

現代社会学部の DP2（主体的な問題解決）、S1（現代社会の諸問題を理解）、S2（社会に対
する科学的な理解）、K1（歴史・文化の理解）と関連します。具体的な到達目標は： 
(1)現代社会の様々な現象や問題に対して、近代法の基本原理を踏まえたうえで、意見形成
できる。 
(2)現代社会のさまざまな社会制度や法領域について、必要な背景知識を踏まえて論じられ
る。 
(3)「権利」「国家」「正義」等の法的概念について、既往の議論を踏まえて取り組むことが
できる。 

19.教科書・教材 定期的に資料を配付します。教科書は使用しません。なお、レジュメや関連資料を、オンラ
インでも公開していく予定です。予習復習に活用して下さい。 

20.参考文献 講義中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

1. 講義中に、アンケートや簡単なテストを定期的に行います。また、講義中に質疑を行い
ますので、その際の応答や参加姿勢も考慮します。主に到達目標(1)、(2)に関連します。…
合わせて 40 点満点 
2. 講義内容の理解度を確認するための期末試験を実施します。主に到達目標(2)(3)に関連し
ます。…60 点満点 
いずれも、そこまでの講義内容全体をカバーするかたちで行います。 
全体で 60 点以上が単位認定となります。アンケートは、4 回中 3 回以上の提出を必要とし
ます。 

22.コメント 

社会的に重要な事件や出来事が、日々報道されています。そうした問題について考えるうえ
で、「何が正しいか」「正しいとはどういうことか」「何を基準にして判断すればよいか」を
考えるうえで、法学は非常に有益な道具⽴てを提供してくれます。社会制度とその動きにつ
いて、日頃から関心をもって見聞を広めて下さい。 

23.オフィスアワー 質問や相談は、講義前後の時間に受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

イントロダクション（本講義の目標、概要、評価方式
等について）。 
講義：⽣活の中の法（※以下、ことわりのない限り講
義形式）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 



2 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 
法の基本的性質Ｉ（そもそも「法」とは何か）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

3 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 
法の基本的性質 II（近代法が備える 4 つの基本的性
質）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

4 法の基本的性質 III（社会規範、制裁）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

5 法システムの社会的機能 I（社会統制、活動促進）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

6 法システムの社会的機能 II（紛争解決、資源配分）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

7 
法と道徳Ｉ（相互の異同と関係について）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

8 
法と道徳 II（具体的事例に即した検討）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

9 
法と道徳 III（アンケートに対する解説）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

10 法と強制（法の実効性や強制の根拠）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

11 
法と正義Ｉ（正しさの様々な基準：適法的正義、形式
的正義）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

12 
法と正義 II（実質的正義、手続的正義）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

13 
法と正義 III（具体的事例に則した検討）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

14 期末試験（※オンライン授業になった場合は、レポー
ト課題に変更する可能性がある） 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

15 
期末試験の解説。 
各国の法（法の多様性）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0156-
Y01 

2.科目名 社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 友枝敏雄 

5.授業科目の区分 観光学科 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義中心に進めますが、講義の途中で学⽣
さんに質問して答えてもらうという質疑応
答をおこないます。基礎知識は不要です
が、日々のニュースや社会で起こっている
ことを考えるきっかけにしてもらいます。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
大学で学ぶことの意味は何でしょうか。この問いをあらためて考えることを出発点にして、
社会科学の一分野としての社会学および社会学的な見方を理解する。さらに個別のトピック
を通して、現代社会を観察し、分析する能力を習得する。 
概要： 
つぎの 3 つのテーマについて、15 回の授業で学習する。 
各回の授業テーマについては、各回の授業内容のところに記しているので、そこを参照する
こと。 
Ⅰ 社会学へのスタート 
Ⅱ 現代社会のアスペクト−個別のトピックを通して学ぶ− 
Ⅲ 社会学の起源 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目を学習すると、以下のような知識が身につきます。 
1．大学で学ぶことの意味 
2．大学の学問分野が人文科学、社会科学、自然科学の 3 つから構成されていること。 
3．社会の 4 つの領域が何であるのか。 
4．社会現象を客観的に捉えるための工夫。 
5．「フリーター」「ボランティア行為」「オタク」といった言葉の意味や、「日本人の宗教
観」についての知識。 
6．近代⻄欧における社会学の誕⽣、社会変動の趨勢についての知識。 
 

19.教科書・教材 友枝敏雄･山田真茂留･平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』、みらい、2019 年 
20.参考文献 授業のなかで必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

授業中の質疑応答（20％） 
授業最後の１０分に書く「本日の授業内容の感想とコメント」（20％） 
中間レポート（30％） 
期末レポート（30％） 

22.コメント 

授業での質疑応答では、大きな声で答えて下さい。 
皆さんの前で、自分の考えをまとめた上で、きちんと発表し説明する訓練の場にしたいと思
います。 
毎回、授業の最後の１０分で、「本日の授業内容の感想とコメント」を書いてもらいます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 Ⅰ  社会学へのスタート  テキスト序章の予習 



 1．イントロダクション 
第 2 回 2．世界社会の動向と日本社会の動向 テキスト序章の予習 

第 3 回 
3. 大学で学ぶことの意味 
 テキスト序章の予習 

第 4 回 
4. 大学の学問分野−人文科学、社会科学、自然科学
− 
 

配付資料の予習 

第 5 回 
5．社会科学のなかの社会学−政治学、経済学、社会
学− 配付資料の予習 

第 6 回 6．社会学の研究対象としての社会の 4 つの領域 配付資料の予習 
第 7 回 7．社会現象を客観的に捉えることはできるのか 配付資料の予習 

第 8 回 
Ⅱ現代社会のアスペクト−個別のトピックから学ぶ− 
8．友人とは誰のことか？ 

テキスト第１章の予習/中間レポートの提出 

第 9 回 9．「絆」を強くすれば自殺は減るのか？ テキスト第２章の予習 
第 10 回 10．美容整形のきっかけとは？ テキスト第３章の予習 
第 11 回 11．日本人は宗教を信じていないのか？ テキスト第４章の予習 

第 12 回 
12．「未熟」な若者がフリーターやニートになるの
か？ 

テキスト第５章の予習 

第 13 回 
13. 日本人がオリンピックで日本代表を応援するの
は当たり前か？ 

テキスト第６章の予習 

第 14 回 14．「いい人」がボランティアになるのか？ テキスト第７章の予習 
第 15 回 15．「オタク」は孤独か テキスト第８章の予習/期末レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0161-
Y01 

2.科目名 統計学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 制限なし 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士 D 科目 11.先修条件 基礎統計学／市場調査論を履修しているこ
とが望ましい 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、データを定量的に分析するための統計学の基礎知識を修得することを目的とし
ます。具体的には、データの集計と可視化のための基本的手法、代表値や散らばりを表す
量、確率の基本定理、集団の推定や検定についての基本的な考え方、などを例題を通して理
解し、基本問題を独力で解けるようになることを目指します。 
【概要】 
出来るだけ実際のデータにふれ、処理をすることで、社会における統計の役割について理解
を深めることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技
能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①統計学の基本事項を理解し、説明できる。 
②統計学の基本問題を例題を参照しながら解くことができる。 
③統計学の問題を独力で解くことができる。 
④実際のデータを使った基本的な分析ができる。 
 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します。 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業ノートの提出 30 点  ［学習目標①、②に対応］ 
・課題（13 問）    30 点  ［学習目標③、④に対応］ 
・総括試験     40 点  ［総括］ 

22.コメント 授業初回時に、より詳しいスケジュール等を説明しますので、必ず出席してください。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業の概観と評価について 復習：授業ノートの整理 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 2 回】 度数分布表とヒストグラム 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 3 回】 データの抽出法と乱数表 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 4 回】 データの散らばり 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 5 回】 確率分布：二項分布 復習：授業ノートの整理、課題作成 



予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 6 回】 確率分布：ポアソン分布 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 7 回】 確率分布：正規分布 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 8 回】 ⺟平均の区間推定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 9 回】 ⺟比率の区間推定、⺟標準偏差の推定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 10 回】 仮説検定(1)：⺟平均の検定 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 11 回】 仮説検定(2)：⺟比率の検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 12 回】 カイ 2 乗検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 13 回】 相関分析 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 14 回】 回帰分析 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：総括試験の準備 

【第 15 回】 総括試験 復習：総括試験の反省 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0161-
Y02 

2.科目名 統計学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学⽣）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
⽣） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、データを定量的に分析するための統計学の基礎知識を修得することを目的とし
ます。 
【概要】 
データの集計と可視化のための基本的手法、代表値や散らばりを表す量、確率の基本定理、
集団の推定や検定についての基本的な考え方、などを例題を通して理解し、基本問題を独力
で解けるようになることを目指します。さらに出来るだけ実際のデータにふれ、処理をする
ことで、社会における統計の役割について理解を深めることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技
能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①統計学の基本事項を理解し、説明できる。 
②統計学の基本問題を例題を参照しながら解くことができる。 
③統計学の問題を独力で解くことができる。 
④実際のデータを使った基本的な分析ができる。 
 

19.教科書・教材 『例題で学ぶ  初歩からの統計学［第 2 版］』 ⽩砂 堤津耶著 日本評論社 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業ノートの提出 30 点  ［学習目標①、②に対応］ 
・課題（13 問）    30 点  ［学習目標③、④に対応］ 
・総括試験     40 点  ［総括］ 

22.コメント 
理解を積み重ねていくことが重要なので、欠席した場合は次回までに教科書等で内容を理解
しておく必要があります。 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業の概観と評価について 
復習：授業ノートの整理 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 2 回】 度数分布表とヒストグラム 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 3 回】 データの代表値 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 4 回】 データの散らばり 復習：授業ノートの整理、課題作成 



予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 5 回】 順列と組合せ 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 6 回】 確率 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 7 回】 確率変数と確率分布 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 8 回】 ⺟平均の区間推定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 9 回】 ⺟比率の区間推定 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 10 回】 仮説検定(1)：⺟平均の検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 11 回】 仮説検定(2)：⺟比率の検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 12 回】 カイ 2 乗分布：⺟標準偏差の推定と検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 13 回】 相関分析 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 14 回】 回帰分析 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：総括試験の準備 

【第 15 回】 総括試験 復習：総括試験の反省 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0162-
Y01 

2.科目名 基礎数学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 大学・一般社会で必要となる数学の知識を、講義と演習を通じて学ぶ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は Diploma Policy の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」の学修に関連しています． 
1．割合の計算ができる 
2．通貨・速度など単位付きの計算ができる 
3．順列・組合せ・確率を理解して計算ができる 
4．1 次方程式・不等式・連⽴方程式・1 次関数を理解して計算ができる 
5．2 次方程式・2 次関数を理解して計算ができる 

19.教科書・教材 毎回資料を配布 

20.参考文献 

[1] マイナビ出版編集部,『SPI 解法の極意』,マイナビ出版,2017 
[2] 柳本新二著,『最新 SPI3【完全版】』, 高橋書店, 2018 
[3] 小杉拓也著,『小学校 6 年分の算数が教えられるほどよくわかる』,ベレ出版,2016 
[4] 小杉拓也著,『中学校 3 年分の数学が教えられるほどよくわかる』,ベレ出版,2018 

21.成績評価 

授業各回での課題テスト・・・4 点×14 回＝56 点【学習目標 1〜5 に対応】 
最終回確認テスト・・・44 点【学習目標 1〜5 に対応】 
※授業へ 10 回以上出席し，上記テストで合計 60 点以上取得することが，合格のための条件
です 

22.コメント 

復習を重視します。講義を基に学習ノートを作成して知識を整理し、授業内で扱った問題に
再度取り組んでください． 
●対面授業の場合：毎回課題テスト(前回の復習＋今回の課題)を配布し，30 分間課題に取り
組んでもらいます．その後，60 分解説を行います．授業後課題テストを提出し，次回授業
で返却します． 
●遠隔授業の場合：授業前に Web 経由で課題テストを PDF で配布します．各自プリントア
ウトするかノートを用意し，30 分間課題に取り組んでもらいます．その後，60 分解説を行
います．授業後課題テスト或いはノートを撮影し，写真を Web 経由（LMS かメール）で提
出してもらいます．次回授業までに課題内容をチェックします． 

23.オフィスアワー 
個人研究室：金曜 3 限目 
学修支援センター：木曜 5 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
計算の基礎（分数、小数） 
講義・作業：課題 1 

今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 2 回】 割合１（基礎） 
講義・作業：課題 2 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 3 回】 割合２（応用） 
講義・作業：課題 3 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 



【第 4 回】 
単位付きの計算１（通貨） 
講義・作業：課題 4 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 5 回】 
単位付きの計算２（速さ・仕事） 
講義・作業：課題 5 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 6 回】 
集合・命題 
講義・作業：課題 6 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 7 回】 
順列 
講義・作業：課題 7 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 8 回】 
組合せ 
講義・作業：課題 8 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 9 回】 確率 
講義・作業：課題 9 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 10 回】 1 次方程式 
講義・作業：課題 10 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 11 回】 
不等式と連⽴方程式 
講義・作業：課題 11 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 12 回】 
1 次関数とグラフ 
講義・作業：課題 12 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 13 回】 
2 次方程式 
講義・作業：課題 13 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 14 回】 
2 次関数 
講義・作業：課題 14 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：配布資料をもとに学習ノートを
作成 

【第 15 回】 総括試験 
作業：1〜14 講の最終確認テスト 

前回の復習：返却された課題テストの復習 
今回の復習：正答例をもとに総括試験の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0163-
Y01 

2.科目名 健康科学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井一成 

5.授業科目の区分 
基礎科目／医学分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 3 年⽣以上 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義＋実習（第５講） 
16.履修制限 教室収容定員の関係で、６０名（原則先着登録順）を上限とする。 

17.授業の目的と概要 

【目的と概要】学⽣⽣活・社会⽣活上最も大切なことは、心と体の体調管理（自己管理）で
ある。本講は、体の仕組みと働きについて学びながら、疾患に対する基本的な医学的知識を
習得し、健康・保健に対する自己意識の向上を主目的としている。今後、超高齢化の流れが
速まり、医療に対する社会的ニーズはさらに深まる。特に医療・介護等の分野（介護福祉
士、社会福祉士などの国家資格取得、診療補助などのパラスタッフなど）に興味のある学⽣
は、本学習を礎としさらなる研鑽を積んで頂きたい。                  
【授業計画と方法】 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、学部 DP（ディプローマ・ポリシー）の項目１．「健やかで調和のとれ
た人格と、しなやかなで豊かな知性を自ら形成できる人間性」に関連しており、以下の 3 点
を主眼に置く。                                                 
１．「体のしくみと働き」と「主要疾患」を学ぶことを通じて、学⽣⽣活や社会活動の基本
となる「心と体の健康管理」ができるようになる。 
２．前項の重要性を認識することにより、職業人として必要とされる健康保持についてのモ
チベーションを高めることができる。 
３．学修した健康科学の知識を、家庭⽣活や社会⽣活の場で⽣かすことができる（家庭・社
会教育）。                            
※なお本講受講終了後は、後期開講の「トラベルメディスン」の受講が推奨される。 

19.教科書・教材 教科書：「からだのしくみ事典」、浅野伍朗 監修（成美堂）、1,650 円（税込） 

20.参考文献 

１．「体のしくみと病気がわかる事典」、高田明和監修（日本文芸社） 
２．「からだの地図帳」、高橋⻑雄監修（講談
社）                                                     
３．「新版 病気の地図帳」、山口和克監修（講談社）                                                   
 

21.成績評価 

１．「学習目標」に掲示のように、本講の学びを通じて自らの「体のしくみと働き」につい
て理解を深めることで、健康的で調和のとれた人間形成と、豊かな知性を自らが形成してい
く一助とする。また疾患における基本的医学知識の醸成を通じて他者理解を深める。本講の
評価はこうした点を踏まえて、講義内容の理解度（８０％）＋出欠調査を兼ねた小テストを
毎回（計１５回：課題１〜１５）施行し、到達度（２０％）を含めた評点（毎回６〜７点×
１５回）の合計（＝１００点）を単位評定とする。総合評価については、コモンルーブリッ
ク（ライティング・ 

22.コメント 

指定座席制とする（前の席を希望する者は、初回に申し出ること）。３回の遅刻（授業開始
後２０分以上）で１回分の欠席扱いとする。欠席が６回に達した場合は、再履修となる。出
席回数が限界に達し、最終的に慌てることのないよう十分注意すること。また他の学⽣に迷
惑をかけるなど授業態度に問題がある者は退出させ、以後、欠席扱いとする。普段から自己
管理をしっかり行い、心身の健康に留意すること。「５分前行動」を徹底し、遅刻・欠席し
ないように心掛けること。講義内容の理解が困難な場合は、積極的に質疑を行い疑問を先送



りしないこと。なお本講の「応用編」ともいえる「トラベルメディスン」を引き続き受講す
ることが望ましい。 

23.オフィスアワー 
個人研究室： 
学修支援センター：木３限 
（オフィスアワー以外でも、メールや研究室訪室により適宜対応する。） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
「序論」〜医学を学ぶことの大切さ〜、「人体の構造
と機能について」： 課題１（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 2 回】 
「体液の話」〜血液とリンパ液の働きについて〜： 
課題２（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 3 回】 
「免疫力を高めよう！」〜ストレスから身を守るため
に〜： 課題３（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 4 回】 「心臓の働きと心臓病について」： 課題４（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 5 回】 
「血圧の話」〜動脈硬化と高血圧 さあ血圧＆脈拍を
測ってみよう！〜（実習：全員の血圧・脈拍測定）： 
課題５（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 6 回】 
「恐ろしい⽣活習慣病」〜メタボリック症候群の予防
〜： 課題６（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 7 回】 
「膵臓の働きと糖尿病について」〜知らないうちに蝕
まれているかも？〜： 課題７（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 8 回】 
「突然襲う！ 脳卒中」〜アッ！という間に命取り
〜： 課題８（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 9 回】 
「消化管の働きについて（１）」〜口腔・⻭の役割と
咽頭、う蝕と⻭周病について〜： 課題９（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 10 回】 
「消化管の働きについて（２）」〜飲食物は食道から
胃、小腸、大腸へ〜： 課題１0（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 11 回】 「沈黙の臓器」〜肝臓の働きと肝疾患〜： 課題１１
（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 12 回】 「腎臓の働きと腎疾患」〜体液の濾過ができないと
…： 課題１２（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 13 回】 
「男性に多いがん／女性に多いがん①（総論）」： 課
題１３（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 14 回】 
「男性に多いがん／女性に多いがん②（各論）」： 課
題１４（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示



または配布 

【第 15 回】 「保険のしくみと現代医療を取り巻く諸問題につい
て」： 課題１５（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0164-
Y01 

2.科目名 健康科学（１） （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井一成 

5.授業科目の区分 
基礎科目／医学分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 2018 ⽣ 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義＋実習（第５講） 
16.履修制限 教室収容定員の関係で、６０名（原則先着登録順）を上限とする。 

17.授業の目的と概要 

【目的と概要】学⽣⽣活・社会⽣活上最も大切なことは、心と体の体調管理（自己管理）で
ある。本講は、体の仕組みと働きについて学びながら、疾患に対する基本的な医学的知識を
習得し、健康・保健に対する自己意識の向上を主目的としている。今後、超高齢化の流れが
速まり、医療に対する社会的ニーズはさらに深まる。特に医療・介護等の分野（介護福祉
士、社会福祉士などの国家資格取得、診療補助などのパラスタッフなど）に興味のある学⽣
は、本学習を礎としさらなる研鑽を積んで頂きたい。                  
【授業計画と方法】 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、学部 DP（ディプローマ・ポリシー）の項目１．「健やかで調和のとれ
た人格と、しなやかなで豊かな知性を自ら形成できる人間性」に関連しており、以下の 3 点
を主眼に置く。                                                 
１．「体のしくみと働き」と「主要疾患」を学ぶことを通じて、学⽣⽣活や社会活動の基本
となる「心と体の健康管理」ができるようになる。 
２．前項の重要性を認識することにより、職業人として必要とされる健康保持についてのモ
チベーションを高めることができる。 
３．学修した健康科学の知識を、家庭⽣活や社会⽣活の場で⽣かすことができる（家庭・社
会教育）。                            
※なお本講受講終了後は、後期開講の「トラベルメディスン」の受講が推奨される。 

19.教科書・教材 教科書：「からだのしくみ事典」、浅野伍朗 監修（成美堂）、1,650 円（税込） 

20.参考文献 

１．「体のしくみと病気がわかる事典」、高田明和監修（日本文芸社） 
２．「からだの地図帳」、高橋⻑雄監修（講談
社）                                                     
３．「新版 病気の地図帳」、山口和克監修（講談社）                                                   
 

21.成績評価 

１．「学習目標」に掲示のように、本講の学びを通じて自らの「体のしくみと働き」につい
て理解を深めることで、健康的で調和のとれた人間形成と、豊かな知性を自らが形成してい
く一助とする。また疾患における基本的医学知識の醸成を通じて他者理解を深める。本講の
評価はこうした点を踏まえて、講義内容の理解度（８０％）＋出欠調査を兼ねた小テストを
毎回（計１５回：課題１〜１５）施行し、到達度（２０％）を含めた評点（毎回６〜７点×
１５回）の合計（＝１００点）を単位評定とする。総合評価については、コモンルーブリッ
ク（ライティング・ 

22.コメント 

指定座席制とする（前の席を希望する者は、初回に申し出ること）。３回の遅刻（授業開始
後２０分以上）で１回分の欠席扱いとする。欠席が６回に達した場合は、再履修となる。出
席回数が限界に達し、最終的に慌てることのないよう十分注意すること。また他の学⽣に迷
惑をかけるなど授業態度に問題がある者は退出させ、以後、欠席扱いとする。普段から自己
管理をしっかり行い、心身の健康に留意すること。「５分前行動」を徹底し、遅刻・欠席し
ないように心掛けること。講義内容の理解が困難な場合は、積極的に質疑を行い疑問を先送



りしないこと。なお本講の「応用編」ともいえる「トラベルメディスン」を引き続き受講す
ることが望ましい。 

23.オフィスアワー 
個人研究室： 
学修支援センター：木３限 
（オフィスアワー以外でも、メールや研究室訪室により適宜対応する。） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
「序論」〜医学を学ぶことの大切さ〜、「人体の構造
と機能について」： 課題１（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 2 回】 
「体液の話」〜血液とリンパ液の働きについて〜： 
課題２（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 3 回】 
「免疫力を高めよう！」〜ストレスから身を守るため
に〜： 課題３（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 4 回】 「心臓の働きと心臓病について」： 課題４（６点） 
【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 5 回】 
「血圧の話」〜動脈硬化と高血圧 さあ血圧＆脈拍を
測ってみよう！〜（実習：全員の血圧・脈拍測定）： 
課題５（６点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 6 回】 
「恐ろしい⽣活習慣病」〜メタボリック症候群の予防
〜： 課題６（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 7 回】 
「膵臓の働きと糖尿病について」〜知らないうちに蝕
まれているかも？〜： 課題７（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 8 回】 
「突然襲う！ 脳卒中」〜アッ！という間に命取り
〜： 課題８（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 9 回】 
「消化管の働きについて（１）」〜口腔・⻭の役割と
咽頭、う蝕と⻭周病について〜： 課題９（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 10 回】 
「消化管の働きについて（２）」〜飲食物は食道から
胃、小腸、大腸へ〜： 課題１0（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 11 回】 「沈黙の臓器」〜肝臓の働きと肝疾患〜： 課題１１
（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 12 回】 「腎臓の働きと腎疾患」〜体液の濾過ができないと
…： 課題１２（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 13 回】 
「男性に多いがん／女性に多いがん①（総論）」： 課
題１３（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示
または配布 

【第 14 回】 
「男性に多いがん／女性に多いがん②（各論）」： 課
題１４（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 【予習】次回の予習：関連資料の提示



または配布 

【第 15 回】 「保険のしくみと現代医療を取り巻く諸問題につい
て」： 課題１５（７点） 

【復習】今回の復習および「授業ノートの整
理」 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0167-
Y71 

2.科目名 海外語学研修 3.単位数 4 

4.授業担当教員 劉争、蝦名大助 

5.授業科目の区分 

基礎科目（観光 1,2 年
⽣） 
専門科目（観光 3,4 年
⽣）（総合 1,2 年⽣） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科（2019 年度以降入学⽣）・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
海外留学の目標を明確に、海外⽣活の語学スキルを学び、海外でコミュニケーション場面の
起こり得る課題を考える。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、 ３．多様な
価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく 力、 K1．歴史・伝統・
文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光 と結びつけて考えることがで
きる。 K2．グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関 心を持
つ、 K3．経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティを備え、 自らを
社会に役⽴てようとする、 K4．異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に
伝えるコミュ ニケーション力を備える、の学修に関連しています。 
学習目標： 
①海外で⽣活するための基本事項を理解し実践できる。         
②留学⽣活に関する文化的な問題を今までの学習と書籍を参照しながら解くことができる。        
③現地での学習に関する課題を独力で解くことができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

留学期間内に定期的にレポートを提出する。 
帰国後は留学先の成績表を持参のうえ、面談を行う。 
授業ノートの提出 80 点（学習目標①②③に対応）   
総括試験（面談） 20 点（学習目標①③④に対応） 

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

【第 1 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 2 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 3 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 4 回】 留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 5 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 6 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 7 回】 留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな 留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す



ど個別に行う。 る。 

【第 8 回】 留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 9 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 10 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 11 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 12 回】 留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 13 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 14 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 

【第 15 回】 
留学先の相談、⽣活指導、語学指導、ロールプレイな
ど個別に行う。 

留学⽣活の報告、学習のレポートを作成す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0168-
Y01 

2.科目名 基礎演習 （再） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

様々な社会問題・社会現象をめぐって、小レポートの執筆を、少人数の対話的授業（ゼミ）
の中で重ねていきます。 
これにより、①他者に理解してもらえる説明、②資料や意見の正確な引用・要約、③背景ま
で踏み込んだ分析、④他者の資料や意見をふまえた自分の意見の展開、という４技能を身に
つけていきます。 
これは、特に社会学系の学⽣にとって重要となる⑤レポート作成の能力を、無理なく、楽し
く、体系的に身につけていくためのステップにもなっています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（S2）社会や文化についての科学的理解力、（2）問題解決力、
（3）コミュニケーション力の学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み⽴てられる 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成できる 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析ができる 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開できる 
⑤春学期末までに本格的な説明型レポートを、秋学期末までに本格的な考察型レポートを書
けるようになる 
 

19.教科書・教材 
授業進行に沿ってレジメ、ワークシート、資料、原稿用紙などを配布していきます。（教科
書は使用しません） 

20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
ワークシートやレポートの提出が、年間で約 30 回あります。それらの評価の総計を最終評
価とします。レポートには簡易なものも本格的なものもあるので、配点はその都度授業内で
説明します。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室：水曜 2 限 
センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

［演習］STEP 01：基礎演習の目標地点とルートマッ
プ 
［演習］ STEP 02：エッセイ型とレポート型 

・授業内容の復習 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

［演習］ STEP 03：レポートの 4 つの型 
［演習］STEP 04：わかりやすく説明しよう （A 型
「簡易な説明文」、主題文と支持文、原稿用紙の使い
方） 

・授業内容の復習 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

［演習］STEP 04 作業の続き 
［演習］STEP 05：根拠を挙げて主張しよう  （B 型
「簡易な考察文」、下書きの重要性、PREP で話す） 

・授業内容の復習 

【第 7 回】 ［演習］STEP 05 作業の続き ・授業内容の復習 



【第 8 回】 ［演習］STEP 05 仕上げ 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

［演習］STEP 06：図書館で文献を探そう （図書検
索、貸出・返却） 
［演習］STEP 07：文献を引用してみよう （C 型の
準備＝文献引用の方法、前回借りた本のタイトルを本
文引用で説明、発表） 

・授業内容の復習 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

［演習］STEP 08：期末レポートに向けて （Ｃ型
「本格的な説明文」） ①文献引用で定義を説明する 
（文献引用の方法の再確認） 
［演習］STEP 08：期末レポートに向けて（Ｃ型「本
格的な説明文」） ②ネットで事例を探す （ネット検
索に関する諸注意） 

・授業内容の復習 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

［演習］STEP 08：期末レポートに向けて （Ｃ型
「本格的な説明文」） ③ネット引用で事例を記述する 
（本論２の執筆、ネット引用の正しい方法） 
［演習］STEP 08：期末レポートに向けて （Ｃ型
「本格的な説明文」） ④レジメを作る・メールで送る 
（発表用レジメの作成、メール添付の方法） 

・授業内容の復習 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

［演習］STEP 08 作業の続き 
［演習］ 前期のふりかえりと後期の予定 ・授業内容の復習 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

［演習］STEP 09：企画書を作ろう （D 型の準備＝
問題の背景に踏み込んだ分析）  
［演習］STEP 09 作業の続き 

・授業内容の復習 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

［演習］STEP 09 作業の続き 
［演習］STEP 10：資料を読んでまとめよう （D 型
の準備=資料の要約） ①レポート型文書の要約 

・授業内容の復習 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

［演習］STEP 10：資料を読んでまとめよう （D 型
の準備=資料の要約） ②エッセイ型文書の要約 
［演習］STEP 11：資料をふまえて考えを述べよう 
（D 型「本格的な考察文」 ①「分析型」の考察展
開） 

・授業内容の復習 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

［演習］STEP 11  （D 型 ②「提案型」の考察展
開） 
［演習］STEP 11  （D 型 ③「再検討型」の考察展
開） 

・授業内容の復習 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

［演習］STEP 11 （D 型 ④「代案型」の考察展開） 
［演習］STEP 11 作業の続き 

・授業内容の復習 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

［演習］STEP 12：先輩たちの卒論を読んで考えを述
べよう （D 型 ＋ 論点の自由設定） 
［演習］STEP 12：作業の続き 

・エントリーシートの執筆 
・授業内容の復習 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

［演習］STEP 12 作業の続き 
［演習］STEP 12 作業の続き 

・授業内容の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0177-
Y01 

2.科目名 選択英語 Listening and SpeakingⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 All international students taking this class must first take the placement test. 

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to help ELLs speak with confidence and fluency. Through 
watching exciting videos and vivid images, students will be motivated to improve their 
communication skills. Key grammar and vocabulary will be emphasized. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this semester course,  
1. students will be able ot learn to talk about themselves and others, describe 
experiences,  
2. students will be able totalk about healthy lifestyles, liklihoods and feelings, 
3. students will be able topractice agreeing and disagreeing, and making appointments. 

19.教科書・教材 Worldlink 2 A Combo Split, 3rd edition ISBN-13: 978-1-305-65104-3 
20.参考文献 A dictionary. 

21.成績評価 

 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to reveiew notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments in 
the International Exchange Center. 

23.オフィスアワー Flexible office hours are available upon request in the International Exchange Center. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Students will practice speaking through ice-breaker 
activities; learn about course content. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 1: Students will learn to talk about important 
people, introduce others, do vocab and grammar 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Unit 1: Students will practice various present 
tenses, do conversation practice, and glass 
information exchange activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Unit 2: Students will learn to describe food and how 
it is prepared, study vocabulary, practice making 
improvements to restaurants through oral activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Unit 2: Students will watch a video, do internet 
research activity using a commercial, learn to make 
suggestions, practice an authentic conversation. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 Unit 3: Students will watch a video, learn grammar １今回の復習 



to explain likelihood, do possibility activity. ２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 
Unit 3: Students wil practice a conversation and 
make their own. They will also play a guessing 
game using learned structures. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Mid-term exam 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
Unit 4: Watch video, learn to interpret numbers, 
discuss fashion trends and personal style 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
Unit 4: Watch video, learn to interpret numbers, 
discuss fashion trends and personal style 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
Unit 5: Students will watch a video, do vocabulary 
activity, and describe chores. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
Unit 5: Students will watch a video, do vocabulary 
activity, and describe chores. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 
Unit 6: Students will watch a video, discuss 
educational and work goals, and learn to rerspond 
to bad news and offer help. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 
Unit 6: Students will watch a video, discuss 
educational and work goals, and learn to rerspond 
to bad news and offer help. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Final Exam  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0179-
Y01 

2.科目名 選択英語 英語で学ぶ日本Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This class is a discussion-style class that contains some of the most current issues of 
interest to young Japanese people. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this semester course,  
1. students will be able to give their opinions about current news items and hot topics. 
2. students will discuss Japanese politics, economy, education, society, immigration, etc. 
（本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の
考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています） 
 

19.教科書・教材 In class, materials will be delivered as handouts. 
20.参考文献 (Hot Topics Japan 1, ISBN-13: 978-1-61352-519-7) 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments. 

23.オフィスアワー 
Flexible office hours are available to students through appointment, which can be made 
before and after classes. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introduction to class and ice-breaker activities. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
We will examine the concept of personal space in 
Japan and compare it with that of other countries. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
We will explore key elements of Japanese tea 
culture through reading, listening and discussion 
activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
We will explore the concept of collectivism in Japan 
through readings and listening activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
We will learn about and discuss the presence and 
use of medical masks in Japan. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
We will learn about and discuss various youth 
subcultures in Japan. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 We will read about and discuss the restaurant １今回の復習 



culture of Japan. ２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Midterm Test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 We will learn about and discuss juku culture 
through videos, readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
We will learn about smartphone etiquette in Japan 
through readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
We will examine why Japan has so many vending 
machines through videos, readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
We will explore Japan's love affair with robots and 
robotics through readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 Choose presentation topics and research. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Presentations. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Final review and practice exam.  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0181-
Y01 

2.科目名 選択英語 英語で学ぶ文化Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学⽣） 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This class will discuss stories and ideas about the world from a global perspective. 
Lessons will include listening, reading, writing and  speaking opportunities. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this semester course,  
1. students will be able to discuss reasons for living where we do, our senses and 
experiences,  
2. students will be able to think and talk about causes and effects, values, financial 
habits, and public art. 

19.教科書・教材 World English 3, Heinle ELT; 3rd edition (July 16, 2019) ISBN-13 ? : ? 978-0357113691 
20.参考文献 A dictionary. 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments in 
the International Exchange Center. 

23.オフィスアワー Students can schedule appointments by asking the teacher in person. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introductory ice-breakers and course introduction 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 1: Students will discuss reasons for living in a 
particular place, do a vocab activity, watch a video. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Unit 1: Students will describe new places, describe 
their cities, do grammar gap-fill. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 Unit 2: Students will talk about learning strategies, 
watch a video, do listening activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Unit 2: Students will discuss sesnes, fears, 
emotional experiences, do conversation practice 
and a vocab avtivity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
Unit 3: Students will describe financial habits, 
things they value, do grammar and vocab activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



【第 7 回】 
Unit 3: Students will talk about banking and 
different types of wealth, watch a video, and 
practice bartering. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Unit 1-3 review 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 Midterm test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
Unit 4: Students will watch video, talk about 
emergency situations, do conditional grammar 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
Unit 4: Students will evaluate survival methods, do 
vocabulary activity and review, and write a 
brochure. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 Unit 5: Students will watch video, learn key vocab, 
practice reported speech. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 Students will do mini-presentation on artwork, 
express opinions about and describe art. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 
Finish presentations, do listening activity, do 
conversation practice. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Exam preview: mini exam.  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0183-
Y01 

2.科目名 選択英語 観光英語 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 初回の授業に、レベル確認テストを受けてもらうので、履修を希望する人は必ず出席するこ
と。 

17.授業の目的と概要 本授業は、訪日外国人観光客に英語で対応する際の基本的な英語表現や説明の仕方を学ぶこ
とを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
１．観光及び接客のさまざまな場面で使用される基本的な英語表現と重要語句を学ぶ事がで
きる。 
２．会話やロールプレイなどの活動を通して、自然な文脈で使用される実践的な英語コミュ
ニケーション能力を養うことができる。 
３．学んだ表現を使って、十分に自己表現（プレゼンテーション）することができる。 

19.教科書・教材 HOSPITALITY ON THE SCENE"（金星堂）" 
20.参考文献  

21.成績評価 
・授業内活動及び単語・小テスト（発表等）20%（学習目標①に対応） 
・第 9 回 中間試験  20%（学習目標①、②、③に対応） 
・第 15 回 総括試験 60%（学習目標①、②、③に対応） 

22.コメント 

授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
・テキストを忘れや、授業に参加していない、宿題をしていない等の場合には、欠席扱いと
なることがあります。 
・授業内での活動及び homework を重視している為、欠席しないように十分に注意してく
ださい。 
・やむ終えず欠席してしまった場合、必ず次の授業までに担当教員より学習内容及び宿題を
確認し、次週の授業に臨んでください。 
・授業は主に教科書に沿って進めていきますが、授業内活動としてペアやグループによるタ
スクと、プレゼンテーション（発表）等を行います。したがって、積極的な参加姿勢で授業
に臨んでください。 

23.オフィスアワー 個人研究室： 
学修支援センター： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Introduction&レベルチェックテスト(授業の進め方、
成績評価方法、学習方法等について） 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 2 回】 Unit 1 Transportation  交通案内 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 3 回】 Unit 2 At a Check- in Counter  ホテルでのチェック
イン 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 



【第 4 回】 
Unit 3 Facilities and Services  ホテル内の施設やサ
ービス案内 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 5 回】 Unit 4 Giving Directions  街歩きのための道案内 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 6 回】 Unit 5 Reccomeding a Trip  観光スポットを薦め 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 7 回】 Unit 6 Dining in Japan  日本食の紹介 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 8 回】 Unit 7 Dining in Japan  日本食の紹介 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 9 回】 到達確認テスト & Unit8  Arranging a Tour  国内旅
行の手配 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 10 回】 Unit 9 Staying at a Ryokan  旅館について 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 11 回】 
Unit 10 Culture Experience in Japan  日本文化体験
① 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 12 回】 
Unit 11 Culture Experience in Japan  日本文化体験
② & Unit 12 Japanese Souvenirs  ショッピング 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 13 回】 
Unit 13 Dealing with Health Problems and 
Emergencies & Unit 14 Dealing with Complaints 
and Accidents 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 14 回】 Unit 15 Upon Departure 帰国に際して＆ 総復習 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 15 回】 まとめと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0185-
Y01 

2.科目名 選択英語 TOEICⅠ初級 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2018 年度以前入学
⽣） 9.履修学年 3 年次〜 

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

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習を中心に行い、語彙の補強、文
法、読解力および聴解力の強化を目指す。前回の問題演習をもとに、語彙と文法の小テスト
を毎回行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目
標                                          
1.TOEIC 試験の必須文法、必須語彙、イディオムを修得し、スコア 450 点を目標とする。                                                                                                  
2.英検準２級、2 級レベルの英語のリスニング力を高める。                                               
3.英検準２級、2 級レベルの読解問題を解くことができる。 

19.教科書・教材 Stepping Stones for the TOEIC Test"  朝日出版 "Shogo Mitsutomi 他 
20.参考文献 授業内で案内します。 

21.成績評価 

平常点、participation ：  30 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応) 
mini-test ： 20 点（学習目標の 1, 2.に対応) 
総括試験： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 
 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学⽣のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学までに培った文法力、語彙力を落とすことのないよう学習
しておくこと。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 Unit1  TOEIC Test ： 出題形式および傾向と対策  

【第 2 回】 Unit2  Travel & Airports （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 Unit2  Travel & Airports （リーディング）、名詞・
代名詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit3  Sightseeing & Hotels （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 5 回】 
Unit3  Sightseeing & Hotels （リーディング）、形
容詞・副詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit4  Dining & Restaurants （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 



復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 Unit4  Dining & Restaurants （リーディング）、時
制① 

テストに備えて勉強すること 

【第 8 回】 Review① 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 9 回】 Unit5  Sports & Entertainment （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 
Unit5  Sports & Entertainment （リーディング）、
時制② 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit6  Fashion & Shopping （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 
Unit6  Fashion & Shopping （リーディング）、助動
詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 Unit7  School & Culture （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 
Unit7  School & Culture （リーディング）、他動
詞・自動詞 テストに備えて勉強すること 

【第 15 回】 Review②  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0187-
Y01 

2.科目名 選択英語 TOEICⅢ中級 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習をトーイック形式に基づいて行
い、語彙の補強、文法、読解力およびリスニング力の強化を目指す。毎回、前回の内容から
のミニテストを行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目
標                                          
1.TOEIC 試験の必須文法、必須語彙、イディオムを修得し、スコア 550 点を目標とする。                                                                                                  
2.英検準２級、2 級レベルの英語のリスニング力を高める。                                               
3.英検準２級、2 級レベルの読解問題を解くことができる。                                                                      
                                                                                 
 

19.教科書・教材 
"FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST"  Chizuko Tsumatori  Masumi Tahira 
 センゲージラーニング 

20.参考文献 授業内で案内します。 

21.成績評価 

平常点、participation ：  30 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応) 
mini-test ： 20 点（学習目標の 1, 2.に対応) 
総括試験： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 
 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学⽣のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学入学までに培った文法や特に、語彙力を落とすことのない
よう常々学習しておくこと。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 TOEIC Test 出題形式及び傾向、guidance 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 2 回】 Unit1  Shopping (リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 Unit1 Shopping（リーディング）動詞、5 文型 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit2  Daily Life （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 



【第 5 回】 Unit2   Daily Life（リーディング）名詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit13  Transportation（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 Unit13  Transportation （リーディング）代名詞 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 8 回】 Review① 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 9 回】 Unit4  Jobs （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 Unit4  Jobs（リーディング）形容詞、副詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit5  Meals （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 Unit5  Meals （リーディング）時制 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 Unit6  Communication（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 
Unit6  Communication（リーディング）受動態、分
詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 15 回】 期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0193-
Y01 

2.科目名 基礎英語（１） （再）（2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常⽣活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講⽣全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today I by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

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

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Couch Potatoes 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Couch Potatoes 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  The Blind Date 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 The Blind Date 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Single Parent Families 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Single Parent Families 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0194-
Y01 

2.科目名 基礎英語（２） （再）（2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常⽣活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講⽣全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today I by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業はぜひ受講してください。 

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

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Couch Potatoes 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Couch Potatoes 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  The Blind Date 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 The Blind Date 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Single Parent Families 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Single Parent Families 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0195-
Y01 

2.科目名 基礎英語（３） （再）（2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 丸橋良雄 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年から 
10.取得資格の要件 30 名程度抽選で選抜する。 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業では、アメリカの日常⽣活における身近なトピックを扱った英文に触れながら、異文
化コミュニケーションを図ることを目的とする。言い換えれば、日本とは全く異なるアメリ
カの文化や伝統や習慣を理解することで、相互理解を実現できる。 
2 回の授業で一つのユニットを取り上げて、授業の前半では課題に取り組んでもらい、後半
では解説を交えながら答え合わせをしていくことにより、受講⽣全員の理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学修目標は DP にある異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミ
ュニケーション能力を備える、に関連している。 
１．英語で書かれた文章を正確に理解でき、その内容を自分の言葉で正確に説明できる。 
２．読み物を通して文法事項・文章の構文・ボキャブラリー等を習得し使用できる。 
３．自己表現活動を通じて、実践的英語力を身に着けることができる。 

19.教科書・教材 
プリントを使用します。（使用する教材 US Life Today I by Carolyn Miller)  
 

20.参考文献 なし 
21.成績評価 中間テスト 25 点 期末テスト 25 点 プレゼンテーション 30 点 ホームワーク 20 点 

22.コメント 

最初の授業では、授業の進め方・成績評価・中間や期末テストのことなどかなり重要な話を
するので、必ず出席するようにしてください。 
毎回課題に取り組んでもらうので、各種辞典（電子辞書も含む）と答案用紙代わりになるレ
ポート用紙かルーズリーフ等（毎回答案の回収と返却をするので、大学ノートは不可）を毎
週持参してください。 
重要なメッセージ：特に英語が苦手な人でも、比較的平易な教材を用いて楽しくてためにな
る授業を心掛けているから、この授業をぜひ受講してください。 

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

第 1 回 
オリエンテーション（授業の進め方・成績評価方法・
学習の仕方等について） 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 2 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 3 回 Unit 1 Car Culture 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 4 回 Unit 2  Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 5 回 
Unit 2 Who's Cool? 
 

当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 6 回 Unit 3 Couch Potatoes 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 7 回 Unit 3 Couch Potatoes 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の



復習 
第 8 回 中間テストと解説 授業終了後の復習 

第 9 回 Unit 4  The Blind Date 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 10 回 Unit 4 The Blind Date 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 11 回 Unit 5 Single Parent Families 当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 12 回 Unit 5 Single Parent Families 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 13 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 14 回 Unit 6 Ethnic Restaurants 
当日取り上げる Unit の予習 と授業終了後の
復習 

第 15 回 期末テストと解説 授業終了後の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0204-
Y01 

2.科目名 総合日本語Ⅴ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井滋子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での⽣活、大学での学びに不
可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N1/N２文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題・発表：30％ 
中間試験：20％、総括試験：20％ 
N1/N2 試験：20％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意。 

22.コメント 
日本での⽣活や大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙を学びます。語彙の丸暗記ではな
く、ロールプレイや発表を通して、豊かな表現力を身につけることを目指します。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60



【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
●中間試験 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・中間試験の振り返り 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

【第 19 回】 
●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 19 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 



【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
●第９課の発表テスト 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
【第 28 回】 
・第６課〜第 10 課の復習 
●N1/N２試験 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総括試験 
【第 30 回】 
・N1/N2 試験、総括試験の振り返り 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0205-
Y01 

2.科目名 総合日本語Ⅵ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキ
スト単位のライティング力を養成することです。 
概要：教科書は 10 課で構成され、大きく３つのレベルに分かれています。やさしい項目か
ら難しい項目へと進むうちに自然に書く力が身につくように工夫されています。書き方を段
階的に積み上げていきながら、最終的にはアカデミックレベルの文章を書く技術が身につく
ようになっています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキスト単位のラ
イティング力を養成することです。 
 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶための日本語ライティング』 The Japan Times 
佐々木瑞枝他  ISBN 4-7890-1221-2 

20.参考文献 授業中に適宜指示します。 

21.成績評価 

①学習状況（宿題、授業参加） 20% 
②中間試験（作文含む） 20% 
③作文 2 回（課題①②） 30% 
④総括試験（作文含む） 30% 

22.コメント 初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
  
第１課 簡潔に回答する 
 ○表現の練習 
 ○短く答える練習 
 ○簡潔に回答する 
教室活動：テーマを決めてアンケートを作成する→発
表（課題） 

 

第２回 

第２課 情報を文章にする 
 ○表現の練習 
 ○情報を文章にする 
教室活動：クラスで出かける計画を作成する→発表
（課題） 

 



第３回 

第３課 状況を説明し、意見を述べる 
 ○表現の練習 
 ○状況を説明し、意見を述べる 
  
教室活動：街で感じたことについてまとめる→発表
（課題） 

 

第４回 

第４課 中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○文や段落をつなぐ練習 
 ○段落を作る 
作文①を書く（課題） 

作文①を完成させる。翌週提出 

第５回 

作文①の提出 
第５課 体験したことを報告する文を書く 
 ○表現の練習 
 ○体験したことを報告する文を書く 
 教室活動：見学の報告書を書く 

 

第６回 

作文①のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習
（１） 
プリント教材 

 

第７回 
第６課 テーマに沿った意見文を書く 
 ○表現の練習 
 ○テーマに沿った意見文を書く 

 

第８回 中間試験（作文含む）  

第９回 

中間試験のフィードバック 
第 7 課 自分をアピールする文を書く 
 ○表現の練習 
 ○自分をアピールする文を書く 

 

第１０回 第８課  
レポートを書くための基礎知識 

 

第１１回 

第 8 課 順序⽴てて、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○レポートで使われる表現の練習 
 ○順序⽴てて、レポートを書く 
だ体・である体の練習 

 

第１２回 

第９課 引用して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○語や文を名詞化する練習 
 ○引用して、レポートを書く 
作文②を書く（課題） 

作文②を完成させる。翌週提出 

第１３回 

作文②の提出 
第 10 課 資料を整理して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○グラフの読み方 
 ○資料を利用して、レポートを書く 

 

第１４回 
作文②のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習  



（２） 
プリント教材 

第１５回 総括試験（発表含む）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0301-
Y01 

2.科目名 キャリアプランニングⅠ （1/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのよ
うな仕事をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウ
を身につけます。 
【概要】1，2 年次のキャリア教育の復習と 6 月から始まるインターンシップ参加に向けて
の準備教育（自己分析、学チカ、自己 PR の作成、基本的なメール、電話のマナー、職種・
業界の研究の仕方、情報収集やエントリーの仕方など）を行います。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人⽣について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながるこ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。 
②【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
③【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
④【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職種の特徴を理解し、自分との相性を見極め
ることができる。 
⑤【就職書類完成】添削→修正を繰り返し、「自分らしさ」が表現できている履歴書・エン
トリーシートを完成させる。 
⑥【面接対応】質問に適切に答えることができる。また、正しい⽴ち振る舞いができる。 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 

20.参考文献 
池上彰監修『なぜ僕らは働くのか-君が幸せになるために考えてほしい大切なこと』（学研プ
ラス） 

21.成績評価 

自己 PR 文 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
「学チカ」 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
ワークシート 1-1〜1-9、小レポート各 5 点［学習目標①②③④⑤に対応］ 
 

22.コメント 

人⽣ 100 年時代が到来しました。皆さんには、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねながら
思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人⽣を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学⽣は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年⽣の間に、ビジネス系検定を取得しておきましょう。 



※本科目終了後、秋学期の「キャリアプランニングⅡ」を受講してください。 

23.オフィスアワー 月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

〈オリエンテーション〉 
・本科目の目的、内容、スケジュール、評価の仕方、
受講上の注意等（20 分） 
 ワーク①・「人が働く目的は何かを考え、全て書き
出してみる」（ワークシート 1-1）        
個人ワーク（20 分） 
・講義：「仕事とは何か？」「仕事とお金の関係」 
（垣内）   （45 分） 
 

課題 1：ワークシート 1-1 提出 

【第 2 回】 

講義：「卒業後の人⽣と仕事について」 （垣内） 
・人⽣でかかるお金について・仕事と⽣活の関係につ
いて・働き方について（90 分）  
 

課題 2：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 3 回】 

〈自己分析① 〉自分の価値観や性格を理解し、文章
にまとめる 
・講義：自己分析の重要性と方法について （垣内）
（30 分 ） 
 ・ワーク②個人ワーク （ワークシート 1-2）            
「今までで一番熱中したこと、あるいは楽しかったこ
ととその理由を考える」 
「今まで一番嫌だったこととその理由を考える」個人
ワーク 20 分×２＝40 分 
 ・5 人前後のグループに分かれて発表と講評 発表 
3 分×５＝15 分  総評 5 分            
（計 20 分） 
 

課題 3：ワークシート 1-2 提出 

【第 4 回】 

〈自己分析②〉 自己 PR 文の作成                
・ワーク③興味検査・価値感検査の結果と授業③の分
析結果を踏まえて自身の特徴を再度文章にまとめる
（ワークシート 1-3）    個人ワーク 30 分 
  ・日本版 O-net 性格検査 （5 分）  価値観
検査 （5 分） 
    
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/InterestTest/Step2 
   両検査の結果を参考にしながら、自分の性格と
価値観の特徴を文章にまとめる（20 分） 
・自己 PR を文章にまとめる （ 自己 

課題 4：ワークシート 1-3、1-4 提出 
自己 PR 文提出 

【第 5 回】 

〈自分に合った仕事の探し方 〉            
 ・講義：好きなこと、得意なことを仕事に  
（ 垣内）          
 ・ワーク④ 個人ワーク  授業③、④のワークの
結果から、自分に合うと思う仕事について考える 
（ワークシート 1−5）        
 

課題 5：ワークシート 1-5 提出 
 



【第 6 回】 

〈業界研究①〉               
 ・講義：日本版 O-net を使った職種・業種研究の
仕方       25 分 
         
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/PersonalUse 
 ・ワーク⑤ 個人ワーク ：興味のある職種、業種
を各々3 つ以上（理由も）考える 
       （ワークシート 1−6）                   
60 分 
 

課題 6：ワークシート 1-6 提出 
 

【第 7 回】 

〈職種・業界研究②〉  
 企業招聘 4 社        20 分×４  80 分  
（キャリア） 
 

課題 7：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 8 回】 
 

〈学チカの作成 〉                 
 ・講義：企業の目に留まる学チカとは？    
（垣内）   20 分 
 ・ワーク⑥ 個人ワーク（ワークシート 1-7）   
40 分 
 ・５人前後のグループに分かれて学チカを話す 
       発表 3 分×５＝15 分  総評 5 分            
20 分 
 

課題 8：ワークシート 1-7 提出 
「学チカ」提出 
 

【第 9 回】 

採用環境とアクションプラン  （キャリア）  
・講義：マイナビまたはリクルート               
60 分 
・サイトへの登録と使い方                    
30 分  
 

課題 9：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 
 

【第 10 回】 

興味のある企業を検索・その理由（授業⑦の実践）  
・ワーク⑦ 個人ワーク  （ワークシート１−8） 
   実際に検索し、興味をもった５社とその理由を
書く   50 分  
・５人前後のグループに分かれて発表（情報共有） 
        発表 ４分×５＝20 分                   
20 分 
 

課題 10：ワークシート 1-8 提出 
 

【第 11 回】 
早期内定者（４年⽣）、卒業⽣（社会人１年⽣〜２年
⽣）体験談 （キャリア） 
        20 分×４人 

課題 11：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 12 回】 

マナー教育（電話、メールを中心に身だしなみ、言葉
使い、挨拶）（キャリア） 
講義＋ロールプレイング：外部講師                
90 分 
 

課題 12：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 13 回】 
インターンシップ対策講座（授業⑧でピックアップし
た企業等） （キャリア） 
 ・講義；リクルートまたはマイナビ                 

課題 13：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 



60 分 
 ・サイトへの登録と使い方                     
30 分 
 

【第 14 回】 

インターンシップエントリー                 
 ・インターンシップ応募企業検索                   
60 分                              
 ・エントリー３社から５社 （ ワークシート 1−
9）         30 分 
 

課題 14：ワークシート 1−9 提出 

【第 15 回】 
振り返りと今後 3 か月のアクションプラン      
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0301-
Y02 

2.科目名 キャリアプランニングⅠ （2/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのような仕事
をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウを身につ
けます。 
1，2 年次のキャリア教育の復習と 6 月から始まるインターンシップ参加に向けての準備教
育（自己分析、学チカ、自己 PR の作成、基本的なメール、電話のマナー、職種・業界の研
究の仕方、情報収集やエントリーの仕方など）を行います。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人⽣について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながることも期待しています 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。 
②【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
③【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
④【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職種の特徴を理解し、自分との相性を見極め
ることができる。 
⑤【就職書類完成】添削→修正を繰り返し、「自分らしさ」が表現できている履歴書・エン
トリーシートを完成させる。 
⑥【面接対応】質問に適切に答えることができる。また、正しい⽴ち振る舞いができる。 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 

20.参考文献 
池上彰監修『なぜ僕らは働くのか-君が幸せになるために考えてほしい大切なこと』（学研プ
ラス） 

21.成績評価 

自己 PR 文 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
「学チカ」 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
ワークシート 1-1〜1-9、小レポート各 5 点［学習目標①②③④⑤に対応］ 
 

22.コメント 

人⽣ 100 年時代が到来しました。皆さんには、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねながら
思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人⽣を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学⽣は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年⽣の間に、ビジネス系検定を取得しておきましょう。 



※本科目終了後、秋学期の「キャリアプランニングⅡ」を受講してください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜 2 限 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

〈オリエンテーション〉 
・本科目の目的、内容、スケジュール、評価の仕方、
受講上の注意等（20 分） 
 ワーク①・「人が働く目的は何かを考え、全て書き
出してみる」（ワークシート 1-1）        
個人ワーク（20 分） 
・講義：「仕事とは何か？」「仕事とお金の関係」 
（垣内）   （45 分） 
 

課題 1：ワークシート 1-1 提出 

【第 2 回】 

講義：「卒業後の人⽣と仕事について」 （垣内） 
・人⽣でかかるお金について・仕事と⽣活の関係につ
いて・働き方について（90 分）  
 

課題 2：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 3 回】 

〈自己分析① 〉自分の価値観や性格を理解し、文章
にまとめる 
・講義：自己分析の重要性と方法について （垣内）
（30 分 ） 
 ・ワーク②個人ワーク （ワークシート 1-2）            
「今までで一番熱中したこと、あるいは楽しかったこ
ととその理由を考える」 
「今まで一番嫌だったこととその理由を考える」個人
ワーク 20 分×２＝40 分 
 ・5 人前後のグループに分かれて発表と講評 発表 
3 分×５＝15 分  総評 5 分            
（計 20 分） 
 

課題 3：ワークシート 1-2 提出 

【第 4 回】 

〈自己分析②〉 自己 PR 文の作成                
・ワーク③興味検査・価値感検査の結果と授業③の分
析結果を踏まえて自身の特徴を再度文章にまとめる
（ワークシート 1-3）    個人ワーク 30 分 
  ・日本版 O-net 性格検査 （5 分）  価値観
検査 （5 分） 
    
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/InterestTest/Step2 
   両検査の結果を参考にしながら、自分の性格と
価値観の特徴を文章にまとめる（20 分） 
・自己 PR を文章にまとめる （ 自己 

課題 4：ワークシート 1-3、1-4 提出 
自己 PR 文提出 

【第 5 回】 

〈自分に合った仕事の探し方 〉            
 ・講義：好きなこと、得意なことを仕事に  
（ 垣内）          
 ・ワーク④ 個人ワーク  授業③、④のワークの
結果から、自分に合うと思う仕事について考える 
（ワークシート 1−5）        
 

課題 5：ワークシート 1-5 提出 
 



【第 6 回】 

〈業界研究①〉               
 ・講義：日本版 O-net を使った職種・業種研究の
仕方       25 分 
         
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/PersonalUse 
 ・ワーク⑤ 個人ワーク ：興味のある職種、業種
を各々3 つ以上（理由も）考える 
       （ワークシート 1−6）                   
60 分 
 

課題 6：ワークシート 1-6 提出 
 

【第 7 回】 

〈職種・業界研究②〉  
 企業招聘 4 社        20 分×４  80 分  
（キャリア） 
 

課題 7：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 8 回】 
 

〈学チカの作成 〉                 
 ・講義：企業の目に留まる学チカとは？    
（垣内）   20 分 
 ・ワーク⑥ 個人ワーク（ワークシート 1-7）   
40 分 
 ・５人前後のグループに分かれて学チカを話す 
       発表 3 分×５＝15 分  総評 5 分            
20 分 
 

課題 8：ワークシート 1-7 提出 
「学チカ」提出 
 

【第 9 回】 

採用環境とアクションプラン  （キャリア）  
・講義：マイナビまたはリクルート               
60 分 
・サイトへの登録と使い方                    
30 分  
 

課題 9：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 
 

【第 10 回】 

興味のある企業を検索・その理由（授業⑦の実践）  
・ワーク⑦ 個人ワーク  （ワークシート１−8） 
   実際に検索し、興味をもった５社とその理由を
書く   50 分  
・５人前後のグループに分かれて発表（情報共有） 
        発表 ４分×５＝20 分                   
20 分 
 

課題 10：ワークシート 1-8 提出 
 

【第 11 回】 
早期内定者（４年⽣）、卒業⽣（社会人１年⽣〜２年
⽣）体験談 （キャリア） 
        20 分×４人 

課題 11：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 12 回】 

マナー教育（電話、メールを中心に身だしなみ、言葉
使い、挨拶）（キャリア） 
講義＋ロールプレイング：外部講師                
90 分 
 

課題 12：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 13 回】 
インターンシップ対策講座（授業⑧でピックアップし
た企業等） （キャリア） 
 ・講義；リクルートまたはマイナビ                 

課題 13：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 



60 分 
 ・サイトへの登録と使い方                     
30 分 
 

【第 14 回】 

インターンシップエントリー                 
 ・インターンシップ応募企業検索                   
60 分                              
 ・エントリー３社から５社 （ ワークシート 1−
9）         30 分 
 

課題 14：ワークシート 1−9 提出 

【第 15 回】 
振り返りと今後 3 か月のアクションプラン      
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0301-
Y03 

2.科目名 キャリアプランニングⅠ （3/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのような仕事
をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウを身につ
けます。 
1，2 年次のキャリア教育の復習と 6 月から始まるインターンシップ参加に向けての準備教
育（自己分析、学チカ、自己 PR の作成、基本的なメール、電話のマナー、職種・業界の研
究の仕方、情報収集やエントリーの仕方など）を行います。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人⽣について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながることも期待しています 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。 
②【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
③【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
④【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職種の特徴を理解し、自分との相性を見極め
ることができる。 
⑤【就職書類完成】添削→修正を繰り返し、「自分らしさ」が表現できている履歴書・エン
トリーシートを完成させる。 
⑥【面接対応】質問に適切に答えることができる。また、正しい⽴ち振る舞いができる。 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 

20.参考文献 
池上彰監修『なぜ僕らは働くのか-君が幸せになるために考えてほしい大切なこと』（学研プ
ラス） 

21.成績評価 

自己 PR 文 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
「学チカ」 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
ワークシート 1-1〜1-9、小レポート各 5 点［学習目標①②③④⑤に対応］ 
 

22.コメント 

人⽣ 100 年時代が到来しました。皆さんには、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねながら
思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人⽣を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学⽣は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年⽣の間に、ビジネス系検定を取得しておきましょう。 



※本科目終了後、秋学期の「キャリアプランニングⅡ」を受講してください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜 2 限 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

〈オリエンテーション〉 
・本科目の目的、内容、スケジュール、評価の仕方、
受講上の注意等（20 分） 
 ワーク①・「人が働く目的は何かを考え、全て書き
出してみる」（ワークシート 1-1）        
個人ワーク（20 分） 
・講義：「仕事とは何か？」「仕事とお金の関係」 
（垣内）   （45 分） 
 

課題 1：ワークシート 1-1 提出 

【第 2 回】 

講義：「卒業後の人⽣と仕事について」 （垣内） 
・人⽣でかかるお金について・仕事と⽣活の関係につ
いて・働き方について（90 分）  
 

課題 2：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 3 回】 

〈自己分析① 〉自分の価値観や性格を理解し、文章
にまとめる 
・講義：自己分析の重要性と方法について （垣内）
（30 分 ） 
 ・ワーク②個人ワーク （ワークシート 1-2）            
「今までで一番熱中したこと、あるいは楽しかったこ
ととその理由を考える」 
「今まで一番嫌だったこととその理由を考える」個人
ワーク 20 分×２＝40 分 
 ・5 人前後のグループに分かれて発表と講評 発表 
3 分×５＝15 分  総評 5 分            
（計 20 分） 
 

課題 3：ワークシート 1-2 提出 

【第 4 回】 

〈自己分析②〉 自己 PR 文の作成                
・ワーク③興味検査・価値感検査の結果と授業③の分
析結果を踏まえて自身の特徴を再度文章にまとめる
（ワークシート 1-3）    個人ワーク 30 分 
  ・日本版 O-net 性格検査 （5 分）  価値観
検査 （5 分） 
    
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/InterestTest/Step2 
   両検査の結果を参考にしながら、自分の性格と
価値観の特徴を文章にまとめる（20 分） 
・自己 PR を文章にまとめる （ 自己 

課題 4：ワークシート 1-3、1-4 提出 
自己 PR 文提出 

【第 5 回】 

〈自分に合った仕事の探し方 〉            
 ・講義：好きなこと、得意なことを仕事に  
（ 垣内）          
 ・ワーク④ 個人ワーク  授業③、④のワークの
結果から、自分に合うと思う仕事について考える 
（ワークシート 1−5）        
 

課題 5：ワークシート 1-5 提出 
 



【第 6 回】 

〈業界研究①〉               
 ・講義：日本版 O-net を使った職種・業種研究の
仕方       25 分 
         
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/PersonalUse 
 ・ワーク⑤ 個人ワーク ：興味のある職種、業種
を各々3 つ以上（理由も）考える 
       （ワークシート 1−6）                   
60 分 
 

課題 6：ワークシート 1-6 提出 
 

【第 7 回】 

〈職種・業界研究②〉  
 企業招聘 4 社        20 分×４  80 分  
（キャリア） 
 

課題 7：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 8 回】 
 

〈学チカの作成 〉                 
 ・講義：企業の目に留まる学チカとは？    
（垣内）   20 分 
 ・ワーク⑥ 個人ワーク（ワークシート 1-7）   
40 分 
 ・５人前後のグループに分かれて学チカを話す 
       発表 3 分×５＝15 分  総評 5 分            
20 分 
 

課題 8：ワークシート 1-7 提出 
「学チカ」提出 
 

【第 9 回】 

採用環境とアクションプラン  （キャリア）  
・講義：マイナビまたはリクルート               
60 分 
・サイトへの登録と使い方                    
30 分  
 

課題 9：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 
 

【第 10 回】 

興味のある企業を検索・その理由（授業⑦の実践）  
・ワーク⑦ 個人ワーク  （ワークシート１−8） 
   実際に検索し、興味をもった５社とその理由を
書く   50 分  
・５人前後のグループに分かれて発表（情報共有） 
        発表 ４分×５＝20 分                   
20 分 
 

課題 10：ワークシート 1-8 提出 
 

【第 11 回】 
早期内定者（４年⽣）、卒業⽣（社会人１年⽣〜２年
⽣）体験談 （キャリア） 
        20 分×４人 

課題 11：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 12 回】 

マナー教育（電話、メールを中心に身だしなみ、言葉
使い、挨拶）（キャリア） 
講義＋ロールプレイング：外部講師                
90 分 
 

課題 12：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 13 回】 
インターンシップ対策講座（授業⑧でピックアップし
た企業等） （キャリア） 
 ・講義；リクルートまたはマイナビ                 

課題 13：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 



60 分 
 ・サイトへの登録と使い方                     
30 分 
 

【第 14 回】 

インターンシップエントリー                 
 ・インターンシップ応募企業検索                   
60 分                              
 ・エントリー３社から５社 （ ワークシート 1−
9）         30 分 
 

課題 14：ワークシート 1−9 提出 

【第 15 回】 
振り返りと今後 3 か月のアクションプラン      
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0301-
Y04 

2.科目名 キャリアプランニングⅠ （4/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ありません 

17.授業の目的と概要 

本科目では、「働くとはどういうことか」「なぜ働くのか」を考え、「自分はどのような仕事
をしたいのか」を探します。また、その上で、就職活動に必要なスキルとノウハウを身につ
けます。 
1，2 年次のキャリア教育の復習と 6 月から始まるインターンシップ参加に向けての準備教
育（自己分析、学チカ、自己 PR の作成、基本的なメール、電話のマナー、職種・業界の研
究の仕方、情報収集やエントリーの仕方など）を行います。 
本科目の受講が、将来の自分の可能性や人⽣について考える機会となり、納得のいく進路選
択につながることも期待しています 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決
を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する力」
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①【自己理解】現在の自分を分析し「自分らしさ」が文章でも口頭でも表現できる。 
②【社会の理解】社会の仕組み、企業文化、職場文化について理解できる。 
③【情報収集】様々な媒体で広く情報を収集し、業界、業種の特徴を理解できる。 
④【志望業界/希望職種の選択】業界、業種、職種の特徴を理解し、自分との相性を見極め
ることができる。 
⑤【就職書類完成】添削→修正を繰り返し、「自分らしさ」が表現できている履歴書・エン
トリーシートを完成させる。 
⑥【面接対応】質問に適切に答えることができる。また、正しい⽴ち振る舞いができる。 

19.教科書・教材 授業のはじめに指示します。 

20.参考文献 
池上彰監修『なぜ僕らは働くのか-君が幸せになるために考えてほしい大切なこと』（学研プ
ラス） 

21.成績評価 

自己 PR 文 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
「学チカ」 15 点 ・・・［学習目標①④⑤に対応］ 
ワークシート 1-1〜1-9、小レポート各 5 点［学習目標①②③④⑤に対応］ 
 

22.コメント 

人⽣ 100 年時代が到来しました。皆さんには、様々な役割を担い、貴重な経験を重ねながら
思考や心情を深め、自分の価値観を更新しながら社会人人⽣を歩んでほしいと思っていま
す。そのためにも「自分らしさ」が出せる仕事の出会い方を学んで欲しいと思います。本科
目がその一助となることを期待します。 
【注意】 
①提出課題は提出期日までに必ず提出すること。 
②各課題はキャリアセンターでサポートをしますので、分からないことがあれば必ず相談す
ること。 
③留学⽣は課題提出前に必ず学修支援センターで添削してもらうこと。 
④3 年⽣の間に、ビジネス系検定を取得しておきましょう。 



※本科目終了後、秋学期の「キャリアプランニングⅡ」を受講してください。 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

〈オリエンテーション〉 
・本科目の目的、内容、スケジュール、評価の仕方、
受講上の注意等（20 分） 
 ワーク①・「人が働く目的は何かを考え、全て書き
出してみる」（ワークシート 1-1）        
個人ワーク（20 分） 
・講義：「仕事とは何か？」「仕事とお金の関係」 
（垣内）   （45 分） 
 

課題 1：ワークシート 1-1 提出 

【第 2 回】 

講義：「卒業後の人⽣と仕事について」 （垣内） 
・人⽣でかかるお金について・仕事と⽣活の関係につ
いて・働き方について（90 分）  
 

課題 2：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 3 回】 

〈自己分析① 〉自分の価値観や性格を理解し、文章
にまとめる 
・講義：自己分析の重要性と方法について （垣内）
（30 分 ） 
 ・ワーク②個人ワーク （ワークシート 1-2）            
「今までで一番熱中したこと、あるいは楽しかったこ
ととその理由を考える」 
「今まで一番嫌だったこととその理由を考える」個人
ワーク 20 分×２＝40 分 
 ・5 人前後のグループに分かれて発表と講評 発表 
3 分×５＝15 分  総評 5 分            
（計 20 分） 
 

課題 3：ワークシート 1-2 提出 

【第 4 回】 

〈自己分析②〉 自己 PR 文の作成                
・ワーク③興味検査・価値感検査の結果と授業③の分
析結果を踏まえて自身の特徴を再度文章にまとめる
（ワークシート 1-3）    個人ワーク 30 分 
  ・日本版 O-net 性格検査 （5 分）  価値観
検査 （5 分） 
    
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/InterestTest/Step2 
   両検査の結果を参考にしながら、自分の性格と
価値観の特徴を文章にまとめる（20 分） 
・自己 PR を文章にまとめる （ 自己 

課題 4：ワークシート 1-3、1-4 提出 
自己 PR 文提出 

【第 5 回】 

〈自分に合った仕事の探し方 〉            
 ・講義：好きなこと、得意なことを仕事に  
（ 垣内）          
 ・ワーク④ 個人ワーク  授業③、④のワークの
結果から、自分に合うと思う仕事について考える 
（ワークシート 1−5）        

課題 5：ワークシート 1-5 提出 
 



 

【第 6 回】 

〈業界研究①〉               
 ・講義：日本版 O-net を使った職種・業種研究の
仕方       25 分 
         
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/PersonalUse 
 ・ワーク⑤ 個人ワーク ：興味のある職種、業種
を各々3 つ以上（理由も）考える 
       （ワークシート 1−6）                   
60 分 
 

課題 6：ワークシート 1-6 提出 
 

【第 7 回】 

〈職種・業界研究②〉  
 企業招聘 4 社        20 分×４  80 分  
（キャリア） 
 

課題 7：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 

【第 8 回】 
 

〈学チカの作成 〉                 
 ・講義：企業の目に留まる学チカとは？    
（垣内）   20 分 
 ・ワーク⑥ 個人ワーク（ワークシート 1-7）   
40 分 
 ・５人前後のグループに分かれて学チカを話す 
       発表 3 分×５＝15 分  総評 5 分            
20 分 
 

課題 8：ワークシート 1-7 提出 
「学チカ」提出 
 

【第 9 回】 

採用環境とアクションプラン  （キャリア）  
・講義：マイナビまたはリクルート               
60 分 
・サイトへの登録と使い方                    
30 分  
 

課題 9：今回の授業で学んだこと（小レポー
ト） 
 

【第 10 回】 

興味のある企業を検索・その理由（授業⑦の実践）  
・ワーク⑦ 個人ワーク  （ワークシート１−8） 
   実際に検索し、興味をもった５社とその理由を
書く   50 分  
・５人前後のグループに分かれて発表（情報共有） 
        発表 ４分×５＝20 分                   
20 分 
 

課題 10：ワークシート 1-8 提出 
 

【第 11 回】 
早期内定者（４年⽣）、卒業⽣（社会人１年⽣〜２年
⽣）体験談 （キャリア） 
        20 分×４人 

課題 11：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 12 回】 

マナー教育（電話、メールを中心に身だしなみ、言葉
使い、挨拶）（キャリア） 
講義＋ロールプレイング：外部講師                
90 分 
 

課題 12：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 
 

【第 13 回】 
インターンシップ対策講座（授業⑧でピックアップし
た企業等） （キャリア） 

課題 13：今回の授業で学んだこと（小レポ
ート） 



 ・講義；リクルートまたはマイナビ                 
60 分 
 ・サイトへの登録と使い方                     
30 分 
 

【第 14 回】 

インターンシップエントリー                 
 ・インターンシップ応募企業検索                   
60 分                              
 ・エントリー３社から５社 （ ワークシート 1−
9）         30 分 
 

課題 14：ワークシート 1−9 提出 

【第 15 回】 
振り返りと今後 3 か月のアクションプラン      
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0301-
Y05 

2.科目名 キャリアプランニングⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕、一尾敏正、小山聖治 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
3 年⽣以上（2019 年度
および 2020 年度入学
⽣） 

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

17.授業の目的と概要 

本科目では、就職活動に向けた具体的な準備を進めていきます。就職活動においては、「敵
を知り、己を知る」ことが大事です。具体的には企業を良く理解し、求めている人材像を把
握すると伴に、自分という人間についても思い込みだけではなく、多角的に理解する必要が
あります。この講座では、実際の企業において働いた経験を有している講師より、就職活動
において有用な情報の提供と模擬面接など実践的な対策を学習します。春学期は、まず仕事
の意義について考えると伴に、企業が置かれている環境について SDGｓの視点から解説し
ます。また、企業研 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(5)コミュニケーションス
キル】【(4)問題発見・解決力】に関連しています。 
キャリアプランニングⅠの講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①企業を取り巻く環境について認識し、企業を選ぶ視点を磨く。 
②企業研究の視点を理解し、志望する業界または企業について分析することができる。 
③志望する業界のみならず個人発表の中で、広く業界に関する知識を習得する。 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 「なぜ僕らは働くのか」/株式会社学研プラス/2020 年 

21.成績評価 

①企業を取り巻く環境について講義やグループワークを通じて理解する。企業を取り巻く環
境については確認テストにより理解度を確認する。・・・３０点 ※学習目標①に対応 
②業界に関する研究を自ら行い、業界研究の結果を発表する。最終的には業界または企業に
関するレポートを作成し、提出する…４０点 ※学習目②及び③に対応 
③授業に積極的に参加し、設定される課題について適切に回答する。・・・３０点 ※学習
目標②に対応 
 

22.コメント 

安藤：本講義の多くの回を担当します。春学期では、特に SDGs を中心に企業が置かれてい
る環境について解説し、企業研究の一助とします。秋学期においては、社会人基礎力のケー
ススタディを担当し、企業が欲する人材について履修者と一緒に考えていきます。 
小山：就職後にミスマッチが起きないようにするために希望する業界・企業について調べる
ことは重要です。本講座では旅行業界について学び、自分とのマッチングを考えます。 
一尾：宿泊業で働く喜び、目的などを実務家の経験をもとにお話しします。自分の強み、弱
みを理解しどの様な職種が良いかよく理解しミスマッチが起きないように研究しましょう。 

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

【第 1 回】 

講義【オリエンテーション】安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。ま
た、仕事の意義についてディベート形式の討議により

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について自分なりの意
見を考える。 



理解を深めます。 

【第 2 回】 

グループ討論【仕事に関する意義への理解】 安藤担
当 
仕事に関する動画を見て、仕事をすることの意義への
理解を深め、そこからどのような仕事をキャリア形成
として選ぶべきかを考える。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について第 1 回の討
議を受けて、自分なりの意見を考え、まとめ
ておく。 

【第 3 回】 

講義【マイナビ様による就活準備にむけて】 安藤担
当 
就職支援を行っているマイナビ様より就活準備・イン
ターンシップに向けて必要な準備についてご説明頂き
ます。 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：特になし。 

【第 4 回】 

講義【インターンシップ参加者からの体験報告】 小
山担当 
この春に大学からの派遣によりインターンシップに参
加した学⽣より、インターンシップから学んだことな
どを発表してもらいます。 

復習：参加者からの経験談より学んだことを
整理する。課題への回答 
予習：特になし    
 

【第 5 回】 

講義 【企業研究に向けて 「企業研究① 具体的
な企業を研究する」】 安藤担当 
第 11 回以降に個人発表を行う業界ならびに企業研究
について、企業研究におけるポイントを解説するとと
もに、テンプレートを提示し、発表に向けた準備の進
め方について指導します。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：興味のある企業などについて調べてお
く。 

【第 6 回】 

企業説明会体験【企業未定（ホテル関連を予定）】 
一尾担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、企業はどのような人材を欲しがってい
るのか、その背景は何か等）について考える。 

予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 7 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境①
「SDGs を理解する：環境問題」】 安藤担当 
温暖化の進展による自然災害の多発、マイクロプラス
ティック問題など環境問題の本質について学び、企業
の取り組みや将来の方向性について理解を深めます。 

予習：環境問題に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答。 

【第 8 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境②
「SDGs を理解する：労働者の減少」】 安藤担当 
少子高齢化が進む日本の労働者減少の本質を理解しま
す。また⽣産性向上に向けて AI などの活用、AI が労
働環境に与える影響などについて理解します。 

予習：働き方改革に関する文献や新聞記事を
読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 9 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：企業の社会的責任」】 安藤担
当 
企業は様々な利害関係者に対して責任を負っていま
す。従業員の不祥事などによる企業破綻などの事例か
らその具体的な内容を学びます。また企業における社
会貢献の意味について理解を深めます。 

予習：コンプライアンスに関する文献や新聞
記事を読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 10 回】 講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③ 予習：日本経済に関する文献や新聞記事を読



「SDGs を理解する：日本経済の現状」】 安藤担当 
失われた 30 年と言われている日本経済について、
GDP の規模や貿易との関係、為替の影響など経済の
基本と日本経済の現状について理解します。 

んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 11 回】 

企業研究発表会に向けて 小山・一尾・安藤 
次回以降の発表会に向けて具体的に準備を進めます。
ＰＣやスマホにより選択した企業に関する情報を集
め、発表に向けた資料を完成させます。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 12 回】 

企業研究発表会①（旅行業界ほか） 小山・一尾・安
藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 13 回】 

企業研究発表会①（ホテル業界ほか） 小山・一尾・
安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 14 回】 

企業研究発表会②（エアライン・物流業界ほか） 小
山・一尾・安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 15 回】 

夏季インターンシップに向けて（ビジネスマナー） 
安藤担当 
インターンシップの参加にさいしての注意事項を説明
する。また、講義全体の振り返りを行い、就活が本格
化する秋学期に向けての指針を示す。 

予習：講義全体を取りまとめ、整理してお
く。 
復習：ビジネスマナーなどにインターンシッ
プ関連の注意事項について整理する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0301-
Y06 

2.科目名 キャリアプランニング A 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕、一尾敏正、小山聖治 

5.授業科目の区分 自由科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
3 年⽣以上（2019 年度
および 2020 年度入学
⽣） 

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

17.授業の目的と概要 

本科目では、就職活動に向けた具体的な準備を進めていきます。就職活動においては、「敵
を知り、己を知る」ことが大事です。具体的には企業を良く理解し、求めている人材像を把
握すると伴に、自分という人間についても思い込みだけではなく、多角的に理解する必要が
あります。この講座では、実際の企業において働いた経験を有している講師より、就職活動
において有用な情報の提供と模擬面接など実践的な対策を学習します。春学期は、まず仕事
の意義について考えると伴に、企業が置かれている環境について SDGｓの視点から解説し
ます。また、企業研 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(5)コミュニケーションス
キル】【(4)問題発見・解決力】に関連しています。 
キャリアプランニングⅠの講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①企業を取り巻く環境について認識し、企業を選ぶ視点を磨く。 
②企業研究の視点を理解し、志望する業界または企業について分析することができる。 
③志望する業界のみならず個人発表の中で、広く業界に関する知識を習得する。 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 「なぜ僕らは働くのか」/株式会社学研プラス/2020 年 

21.成績評価 

①企業を取り巻く環境について講義やグループワークを通じて理解する。企業を取り巻く環
境については確認テストにより理解度を確認する。・・・３０点 ※学習目標①に対応 
②業界に関する研究を自ら行い、業界研究の結果を発表する。最終的には業界または企業に
関するレポートを作成し、提出する…４０点 ※学習目②及び③に対応 
③授業に積極的に参加し、設定される課題について適切に回答する。・・・３０点 ※学習
目標②に対応 
 

22.コメント 

安藤：本講義の多くの回を担当します。春学期では、特に SDGs を中心に企業が置かれてい
る環境について解説し、企業研究の一助とします。秋学期においては、社会人基礎力のケー
ススタディを担当し、企業が欲する人材について履修者と一緒に考えていきます。 
小山：就職後にミスマッチが起きないようにするために希望する業界・企業について調べる
ことは重要です。本講座では旅行業界について学び、自分とのマッチングを考えます。 
一尾：宿泊業で働く喜び、目的などを実務家の経験をもとにお話しします。自分の強み、弱
みを理解しどの様な職種が良いかよく理解しミスマッチが起きないように研究しましょう。 

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

【第 1 回】 

講義【オリエンテーション】安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。ま
た、仕事の意義についてディベート形式の討議により

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について自分なりの意
見を考える。 



理解を深めます。 

【第 2 回】 

グループ討論【仕事に関する意義への理解】 安藤担
当 
仕事に関する動画を見て、仕事をすることの意義への
理解を深め、そこからどのような仕事をキャリア形成
として選ぶべきかを考える。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について第 1 回の討
議を受けて、自分なりの意見を考え、まとめ
ておく。 

【第 3 回】 

講義【マイナビ様による就活準備にむけて】 安藤担
当 
就職支援を行っているマイナビ様より就活準備・イン
ターンシップに向けて必要な準備についてご説明頂き
ます。 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：特になし。 

【第 4 回】 

講義【インターンシップ参加者からの体験報告】 小
山担当 
この春に大学からの派遣によりインターンシップに参
加した学⽣より、インターンシップから学んだことな
どを発表してもらいます。 

復習：参加者からの経験談より学んだことを
整理する。課題への回答 
予習：特になし    
 

【第 5 回】 

講義 【企業研究に向けて 「企業研究① 具体的
な企業を研究する」】 安藤担当 
第 11 回以降に個人発表を行う業界ならびに企業研究
について、企業研究におけるポイントを解説するとと
もに、テンプレートを提示し、発表に向けた準備の進
め方について指導します。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：興味のある企業などについて調べてお
く。 

【第 6 回】 

企業説明会体験【企業未定（ホテル関連を予定）】 
一尾担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、企業はどのような人材を欲しがってい
るのか、その背景は何か等）について考える。 

予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 7 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境①
「SDGs を理解する：環境問題」】 安藤担当 
温暖化の進展による自然災害の多発、マイクロプラス
ティック問題など環境問題の本質について学び、企業
の取り組みや将来の方向性について理解を深めます。 

予習：環境問題に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答。 

【第 8 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境②
「SDGs を理解する：労働者の減少」】 安藤担当 
少子高齢化が進む日本の労働者減少の本質を理解しま
す。また⽣産性向上に向けて AI などの活用、AI が労
働環境に与える影響などについて理解します。 

予習：働き方改革に関する文献や新聞記事を
読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 9 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：企業の社会的責任」】 安藤担
当 
企業は様々な利害関係者に対して責任を負っていま
す。従業員の不祥事などによる企業破綻などの事例か
らその具体的な内容を学びます。また企業における社
会貢献の意味について理解を深めます。 

予習：コンプライアンスに関する文献や新聞
記事を読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 10 回】 講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③ 予習：日本経済に関する文献や新聞記事を読



「SDGs を理解する：日本経済の現状」】 安藤担当 
失われた 30 年と言われている日本経済について、
GDP の規模や貿易との関係、為替の影響など経済の
基本と日本経済の現状について理解します。 

んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 11 回】 

企業研究発表会に向けて 小山・一尾・安藤 
次回以降の発表会に向けて具体的に準備を進めます。
ＰＣやスマホにより選択した企業に関する情報を集
め、発表に向けた資料を完成させます。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 12 回】 

企業研究発表会①（旅行業界ほか） 小山・一尾・安
藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 13 回】 

企業研究発表会①（ホテル業界ほか） 小山・一尾・
安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 14 回】 

企業研究発表会②（エアライン・物流業界ほか） 小
山・一尾・安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 15 回】 

夏季インターンシップに向けて（ビジネスマナー） 
安藤担当 
インターンシップの参加にさいしての注意事項を説明
する。また、講義全体の振り返りを行い、就活が本格
化する秋学期に向けての指針を示す。 

予習：講義全体を取りまとめ、整理してお
く。 
復習：ビジネスマナーなどにインターンシッ
プ関連の注意事項について整理する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0304-
Y01 

2.科目名 評価と実践Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 永井純一、飯島有美子、酒井良二、須崎暁世、八木寛之、山隈直人 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 質問、問い合わせ等は各アドバイザーにしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



2022 年春学
期 

開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0304-
Y02 

2.科目名 評価と実践Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 安藤正裕、岡本久、小磯学、小山聖治、高根沢均、橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（3 年〜4 年）の単位認定科目です。 

23.オフィスアワー 

【安藤】 
個人研究室：金曜日 昼休み  
 【岡本】 
個人研究室：木曜日・昼休み 
【小磯】  
個人研究室：金曜 3 限 （春） 



学修支援センター：水曜 3 限（春） 
個人研究室：金曜 3 限 （秋） 
学修支援センター：水曜 1 限（秋） 
【小山】 
個人研究室：⽕曜日３限目  
学修支援センター：木曜日２限目  
【高根沢】 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春）   
個人研究室：木曜 5 限（秋） 
学修支援センター：⽕曜昼休み（秋）   
【橘】 
個人研究室：月曜日昼休み  
学修支援センター：⽕曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

リフレクシ
ョン・デイ
＋ 
2022 年春学
期 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが
開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授
業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 



 ・他者の説明を聞 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0304-
Y03 

2.科目名 評価と実践Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 在籍学科・専攻 9.履修学年 
3 年〜4 年（この科目
は 2 年間） 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、学⽣一人ひとりの自己点検能力を向上させ、自律的に学習ができるようになる力
を涵養し、日々の学習⽣活を充実させていくことを目的にしています。 
【概要】 
本授業では、大学及び各学科の教育目標に掲げる力・資質について理解を深め、大学での学
修や学外プログラム、課外活動によって知識や技術、資質を修得・涵養し、定期的なふりか
えりを通して点検を行い、次の目標や活動予定を設定するという PDCA サイクルにもとづく
自己評価能力を高めていきます。また、日本の社会や世界で使われている能力観や評価制度
に関する概念 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「自律性」「コミュニケーションスキ
ル」に関連します。具体的な学習目標は以下の通りです。 
 1. 自分の学習状況を本学の教育目標に掲げる力・資質と関連づけて自己評価することがで
きる 
 2. PDCA に基づいて自分の現状と「出口」までの工程を自己点検することができる 
 3. エビデンスに基づいた自己アピールを表現（記述とプレゼンテーション）することがで
きる 
 

19.教科書・教材 授業中に配付する。 

20.参考文献 

ドミニク・S. ライチェン (著), ローラ・H. サルガニク (著), ⽴田 慶裕 (監訳)『キー・コ
ンピテンシー』明石書店 2006 年 
※キー・コンピテンシーは経済協力開発機構（OECD）が提唱する社会で活躍するために必
要な能力です。世界でどのような能力が必要とされているか、確認してみましょう。 

21.成績評価 

この科目の単位認定条件は、以下の通りです。（この科目は単位認定科目です） 
①ｅポートフォリオの成⻑確認シートを入力する。 
 「2021 年度秋・冬学期（ふりかえり）」「2022 年度春・夏学期」「2022 年度秋・冬学期」
「2023 年度春・夏学期」「2023 年度秋・冬学期(目標設定)」 
②ｅポートフォリオのベンチマークのチェック登録を行う。 
 「2022 春リフレクション」「2022 秋リフレクション」「2023 春リフレクション」「2023
秋リフレクション」 
 

22.コメント 評価と実践Ⅱは 2 年間（1 年〜2 年）の単位認定科目です。 
23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
リフレクシ
ョン・デイ
＋ 

※この科目は、時間割上、ウィークリーアワーの時間
帯に行います。この時間帯では、「評価と実践Ⅱ」以
外に、調査・テスト、面談、説明会、学科行事などが

☆この授業には、各自のノート PC を持参し
てください。 
☆下記の宿題に加え、授業時間外の学習は授



2022 年春学
期 

開催されます。Webclass、ユニバーサルパスポー
ト、アドバイザーからの連絡に注意してください。 
※この欄の（ ）内の週は目安です。日程表で確認し
てください。 
※秋学期以降も同様です。 
第 1 回 リフレクションガイダンス(リフクレション・
デイ) 
第 2 回 リフレクションワーク（第 1 週） ◇ノート
PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期 

業中に指示します。 
【第 2 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2021 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
【随時】 
☆ e ポートフォリオには、随時、学びの経
験を蓄 

2022 年 9 月
末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

第 6 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 7 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
第 8 回 学修成果サマリーの更新１（第 7 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・成⻑確認シートとベンチマークチェックの登録を
確認する 
 ・2 年半の学びと経験を統合して自分の成⻑を学修
成果サマリーに整理する 
第 9 回 学修成果サマリーの更新２（第 8 週目） ◇
ノート PC 持参◇ 
 ・他者の説明を聞 

【第 7 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2022 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 
☆ 学修成果サマリーに入れる記事やベンチ
マーク項目を決めておきましょう。 

（次年度予
定） 
2023 年 3 月
末リフレク
ション・デ
イ＋春学期 

第 11 回 リフレクションガイダンス（3 月末リフレク
ション・デイ） 
第 12 回 リフレクションワーク（第 1 週）  ◇ノー
ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて昨年度
秋・冬学期のふりかえりと今年度春・夏学期の目標設
定を行います。 
第 13 回 企業等の業績評価（第 7 週） ◇ノート PC
持参◇ 
第 14 回 SDGs に掲げられている課題に対して世界市
⺠として何ができるかを考える。（第 8 週） ◇ノー
ト PC 持参◇ 
第 15 回 4 年春学期のふりかえり（第 15 週） ◇ノ
ート PC 持参◇ 
 ・春学期の学びや経験を 

【第 12 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 
 ・ベンチマーク「2023 春リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2022 年度秋・冬学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

（次年度予
定） 
2023 年 9 月

第 16 回 リフレクションガイダンス（9 月末リフレク
ション・デイ） 
第 17 回 リフレクションワーク（第 1 週目） ◇ノー

第 17 回 宿題】 
☆ アドバイザーとのリフレクション面談の
後、ｅポートフォリオに下記を登録。 



末リフレク
ション・デ
イ＋秋学期 

ト PC 持参◇ 
 ・リフレクション・ワークシートを用いて春・夏学
期のふりかえりと秋・冬学期の目標設定を行います。 
 

 ・ベンチマーク「2023 秋リフレクショ
ン」チェック 
 ・成⻑確認シート「2023 年度春・夏学
期」のふりかえり 
 ・成⻑確認シート「2023 年度秋・冬学
期」の目標設定 
☆ ラーニング・ルートマップを確認・修正
し、e ポートフォリオに登録。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0305-
Y01 

2.科目名 キャリアプランニング（２） （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕、一尾敏正、小山聖治 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
3 年⽣以上（2018 年度
入学⽣） 

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

17.授業の目的と概要 

本科目では、就職活動に向けた具体的な準備を進めていきます。就職活動においては、「敵
を知り、己を知る」ことが大事です。具体的には企業を良く理解し、求めている人材像を把
握すると伴に、自分という人間についても思い込みだけではなく、多角的に理解する必要が
あります。この講座では、実際の企業において働いた経験を有している講師より、就職活動
において有用な情報の提供と模擬面接など実践的な対策を学習します。春学期は、まず仕事
の意義について考えると伴に、企業が置かれている環境について SDGｓの視点から解説し
ます。また、企業研 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(5)コミュニケーションス
キル】【(4)問題発見・解決力】に関連しています。 
キャリアプランニングⅠの講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①企業を取り巻く環境について認識し、企業を選ぶ視点を磨く。 
②企業研究の視点を理解し、志望する業界または企業について分析することができる。 
③志望する業界のみならず個人発表の中で、広く業界に関する知識を習得する。 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 「なぜ僕らは働くのか」/株式会社学研プラス/2020 年 

21.成績評価 

①企業を取り巻く環境について講義やグループワークを通じて理解する。企業を取り巻く環
境については確認テストにより理解度を確認する。・・・３０点 ※学習目標①に対応 
②業界に関する研究を自ら行い、業界研究の結果を発表する。最終的には業界または企業に
関するレポートを作成し、提出する…４０点 ※学習目②及び③に対応 
③授業に積極的に参加し、設定される課題について適切に回答する。・・・３０点 ※学習
目標②に対応 
 

22.コメント 

安藤：本講義の多くの回を担当します。春学期では、特に SDGs を中心に企業が置かれてい
る環境について解説し、企業研究の一助とします。秋学期においては、社会人基礎力のケー
ススタディを担当し、企業が欲する人材について履修者と一緒に考えていきます。 
小山：就職後にミスマッチが起きないようにするために希望する業界・企業について調べる
ことは重要です。本講座では旅行業界について学び、自分とのマッチングを考えます。 
一尾：宿泊業で働く喜び、目的などを実務家の経験をもとにお話しします。自分の強み、弱
みを理解しどの様な職種が良いかよく理解しミスマッチが起きないように研究しましょう。 

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

【第 1 回】 

講義【オリエンテーション】安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。ま
た、仕事の意義についてディベート形式の討議により
理解を深めます。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について自分なりの意
見を考える。 



【第 2 回】 

グループ討論【仕事に関する意義への理解】 安藤担
当 
仕事に関する動画を見て、仕事をすることの意義への
理解を深め、そこからどのような仕事をキャリア形成
として選ぶべきかを考える。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について第 1 回の討
議を受けて、自分なりの意見を考え、まとめ
ておく。 

【第 3 回】 

講義【マイナビ様による就活準備にむけて】 安藤担
当 
就職支援を行っているマイナビ様より就活準備・イン
ターンシップに向けて必要な準備についてご説明頂き
ます。 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：特になし。 

【第 4 回】 

講義【インターンシップ参加者からの体験報告】 小
山担当 
この春に大学からの派遣によりインターンシップに参
加した学⽣より、インターンシップから学んだことな
どを発表してもらいます。 

復習：参加者からの経験談より学んだことを
整理する。課題への回答 
予習：特になし    
 

【第 5 回】 

講義 【企業研究に向けて 「企業研究① 具体的
な企業を研究する」】 安藤担当 
第 11 回以降に個人発表を行う業界ならびに企業研究
について、企業研究におけるポイントを解説するとと
もに、テンプレートを提示し、発表に向けた準備の進
め方について指導します。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：興味のある企業などについて調べてお
く。 

【第 6 回】 

企業説明会体験【企業未定（ホテル関連を予定）】 
一尾担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、企業はどのような人材を欲しがってい
るのか、その背景は何か等）について考える。 

予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 7 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境①
「SDGs を理解する：環境問題」】 安藤担当 
温暖化の進展による自然災害の多発、マイクロプラス
ティック問題など環境問題の本質について学び、企業
の取り組みや将来の方向性について理解を深めます。 

予習：環境問題に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答。 

【第 8 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境②
「SDGs を理解する：労働者の減少」】 安藤担当 
少子高齢化が進む日本の労働者減少の本質を理解しま
す。また⽣産性向上に向けて AI などの活用、AI が労
働環境に与える影響などについて理解します。 

予習：働き方改革に関する文献や新聞記事を
読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 9 回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：企業の社会的責任」】 安藤担
当 
企業は様々な利害関係者に対して責任を負っていま
す。従業員の不祥事などによる企業破綻などの事例か
らその具体的な内容を学びます。また企業における社
会貢献の意味について理解を深めます。 

予習：コンプライアンスに関する文献や新聞
記事を読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 10 回】 
講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：日本経済の現状」】 安藤担当 

予習：日本経済に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 



失われた 30 年と言われている日本経済について、
GDP の規模や貿易との関係、為替の影響など経済の
基本と日本経済の現状について理解します。 

復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 11 回】 

企業研究発表会に向けて 小山・一尾・安藤 
次回以降の発表会に向けて具体的に準備を進めます。
ＰＣやスマホにより選択した企業に関する情報を集
め、発表に向けた資料を完成させます。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 12 回】 

企業研究発表会①（旅行業界ほか） 小山・一尾・安
藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 13 回】 

企業研究発表会①（ホテル業界ほか） 小山・一尾・
安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 14 回】 

企業研究発表会②（エアライン・物流業界ほか） 小
山・一尾・安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 15 回】 

夏季インターンシップに向けて（ビジネスマナー） 
安藤担当 
インターンシップの参加にさいしての注意事項を説明
する。また、講義全体の振り返りを行い、就活が本格
化する秋学期に向けての指針を示す。 

予習：講義全体を取りまとめ、整理してお
く。 
復習：ビジネスマナーなどにインターンシッ
プ関連の注意事項について整理する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0305-
Y02 

2.科目名 
キャリアプランニング（２） （2018 年度
⽣） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕、一尾敏正、小山聖治 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
3 年⽣以上（2018 年度
入学⽣） 

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

17.授業の目的と概要 

本科目では、就職活動に向けた具体的な準備を進めていきます。就職活動においては、「敵
を知り、己を知る」ことが大事です。具体的には企業を良く理解し、求めている人材像を把
握すると伴に、自分という人間についても思い込みだけではなく、多角的に理解する必要が
あります。この講座では、実際の企業において働いた経験を有している講師より、就職活動
において有用な情報の提供と模擬面接など実践的な対策を学習します。春学期は、まず仕事
の意義について考えると伴に、企業が置かれている環境について SDGｓの視点から解説し
ます。また、企業研 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(5)コミュニケーションス
キル】【(4)問題発見・解決力】に関連しています。 
キャリアプランニングⅠの講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①企業を取り巻く環境について認識し、企業を選ぶ視点を磨く。 
②企業研究の視点を理解し、志望する業界または企業について分析することができる。 
③志望する業界のみならず個人発表の中で、広く業界に関する知識を習得する。 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 「なぜ僕らは働くのか」/株式会社学研プラス/2020 年 

21.成績評価 

①企業を取り巻く環境について講義やグループワークを通じて理解する。企業を取り巻く環
境については確認テストにより理解度を確認する。・・・３０点 ※学習目標①に対応 
②業界に関する研究を自ら行い、業界研究の結果を発表する。最終的には業界または企業に
関するレポートを作成し、提出する…４０点 ※学習目②及び③に対応 
③授業に積極的に参加し、設定される課題について適切に回答する。・・・３０点 ※学習
目標②に対応 
 

22.コメント 

安藤：本講義の多くの回を担当します。春学期では、特に SDGs を中心に企業が置かれてい
る環境について解説し、企業研究の一助とします。秋学期においては、社会人基礎力のケー
ススタディを担当し、企業が欲する人材について履修者と一緒に考えていきます。 
小山：就職後にミスマッチが起きないようにするために希望する業界・企業について調べる
ことは重要です。本講座では旅行業界について学び、自分とのマッチングを考えます。 
一尾：宿泊業で働く喜び、目的などを実務家の経験をもとにお話しします。自分の強み、弱
みを理解しどの様な職種が良いかよく理解しミスマッチが起きないように研究しましょう。 

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

【第 1-2
回】 

講義【オリエンテーション】安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。ま
た、仕事の意義についてディベート形式の討議により
理解を深めます。 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について自分なりの意
見を考える。 
復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：仕事をする意義について第 1 回の討



グループ討論【仕事に関する意義への理解】 安藤担
当 
仕事に関する動画を見て、仕事をすることの意義への
理解を深め、そこからどのような仕事をキャリア形成
として選ぶべきかを考える。 

議を受けて、自分なりの意見を考え、まとめ
ておく。 

【第 3-4
回】 

講義【マイナビ様による就活準備にむけて】 安藤担
当 
就職支援を行っているマイナビ様より就活準備・イン
ターンシップに向けて必要な準備についてご説明頂き
ます。 
講義【インターンシップ参加者からの体験報告】 小
山担当 
この春に大学からの派遣によりインターンシップに参
加した学⽣より、インターンシップから学んだことな
どを発表してもらいます。 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：特になし。 
復習：参加者からの経験談より学んだことを
整理する。課題への回答 
予習：特になし 

【第 5-6
回】 

講義 【企業研究に向けて 「企業研究① 具体的
な企業を研究する」】 安藤担当 
第 11 回以降に個人発表を行う業界ならびに企業研究
について、企業研究におけるポイントを解説するとと
もに、テンプレートを提示し、発表に向けた準備の進
め方について指導します。 
企業説明会体験【企業未定（ホテル関連を予定）】 
一尾担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、 

復習：レジメの確認および課題への回答 
予習：興味のある企業などについて調べてお
く。 
予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 7-8
回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境①
「SDGs を理解する：環境問題」】 安藤担当 
温暖化の進展による自然災害の多発、マイクロプラス
ティック問題など環境問題の本質について学び、企業
の取り組みや将来の方向性について理解を深めます。 
講義とディスカッション【企業を取り巻く環境②
「SDGs を理解する：労働者の減少」】 安藤担当 
少子高齢化が進む日本の労働者減少の本質を理解しま
す。また⽣産性向上に向けて AI などの活用、AI が労
働環境に与える影響などについて理解します。 

 
予習：環境問題に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答。 
予習：働き方改革に関する文献や新聞記事を
読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 

【第 9-10
回】 

講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：企業の社会的責任」】 安藤担
当 
企業は様々な利害関係者に対して責任を負っていま
す。従業員の不祥事などによる企業破綻などの事例か
らその具体的な内容を学びます。また企業における社
会貢献の意味について理解を深めます。 
講義とディスカッション【企業を取り巻く環境③
「SDGs を理解する：日本経済の現状」】 安藤担当 
失われた 30 年と言われている日本経済について、

予習：コンプライアンスに関する文献や新聞
記事を読んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。 
課題への回答 
予習：日本経済に関する文献や新聞記事を読
んでおく。 
復習：レジメの整理し不明な点を次回の授業
までに確認いておく。課題への回答 



GDP の規模や貿易との関係、為替の影響など経済の
基本と日本経済の現状について理解します。 

【第 11-12
回】 

企業研究発表会に向けて 小山・一尾・安藤 
次回以降の発表会に向けて具体的に準備を進めます。
ＰＣやスマホにより選択した企業に関する情報を集
め、発表に向けた資料を完成させます。 
企業研究発表会①（旅行業界ほか） 小山・一尾・安
藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 
予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 13-14
回】 

企業研究発表会①（ホテル業界ほか） 小山・一尾・
安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 
企業研究発表会②（エアライン・物流業界ほか） 小
山・一尾・安藤 
第 5 回において説明した企業研究の方法などに基づ
き、企業に関する発表を個人単位で行います。 

予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 
予習：第 5 回において示したテンプレート
をもとに企業研究発表資料を作成する。 
復習：他の履修者の発表についての意見を課
題として提出する。 

【第 15-16
回】 

夏季インターンシップに向けて（ビジネスマナー） 
安藤担当 
インターンシップの参加にさいしての注意事項を説明
する。また、講義全体の振り返りを行い、就活が本格
化する秋学期に向けての指針を示す。 
講義 オリエンテーションおよびインターンシップ報
告会 安藤担当 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。アン
ケートにより履修⽣の就活状況を把握します。また、
夏季にインターンシップに参加した学⽣によるインタ
ーンシップ報告会を開催します。 

予習：講義全体を取りまとめ、整理してお
く。 
復習：ビジネスマナーなどにインターンシッ
プ関連の注意事項について整理する。 
復習：授業の進め方および目標の理解および
課題への回答 
予習：夏のインターンシップなど就活に関す
る情報についてまとめる。 

【第 17-18
回】 

講義 マイナビによる就職ガイダンス 
マイナビの担当者による就職ガイダンスを開催しま
す。次年度に向けた最新の就活情報を入手ください。 
講義 4 年⽣による就職活動報告 ① 小山担当 
今年度、就活を体験した 4 年⽣の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、
就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 

復習：登録方法や業界情報の取得、インター
ンシップ情報の把握などを実際にスマホや
PC から確認する。 
予習：次回に向けて質問を整理する。 
復習：4 年⽣の活動から得た学びについて整
理し、課題に回答する。 
予習：夏季休暇中の就活（インターンシップ
など）に関してまとめておく。また次回に向
けて質問を整理する。 

【第 19-20
回】 

講義 4 年⽣による就職活動報告 ② 一尾担当 
今年度、就活を体験した 4 年⽣の先輩から就活につ
いてパネルディスカッション方式によりお話し頂き、
就活の苦労や具体的なエントリー数などの情報を得ま
す。 
講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て①】 安藤担当 
「前に踏み出す力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 

復習：復習：4 年⽣の活動から得た学びにつ
いて整理し、課題に回答する。 
予習：次回から始まる社会人基礎力について
アンケートを基に自分の現状を理解する。 
復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 



グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、社会
人基礎力への理解を深める。 

【第 21-22
回】 

講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て②】 安藤担当 
「チームで働く力」について講義およびケーススタデ
ィを行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 
講義およびグループ討論【社会人基礎力の理解に向け
て③】 安藤担当 
「考え抜く力」について講義を行う。 
グループワーク：社会人基礎力アンケート結果をもと
にケーススタディについてグループ討論を交え、理解
を深める。 

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：ケーススタディを読み、次回の事前課
題に取り組む。 
復習：社会人基礎力に関する理解および課題
への回答 
予習：三つの力についての理解とアンケート
結果から得た自身の現状とを比較し、自分の
強みについて正確に理解し、アピールポイン
トを整理する。 

【第 23-24
回】 

自己分析 社会人基礎力「自分の強みをアピールす
る」 安藤担当 
ケーススタディを通じて理解した社会人基礎力につい
て理解と、アンケートにより確認した社会人基礎力に
関する自己の状況を踏まえ、自分の強みを理解し、自
己ＰＲに向けたポイントを整理する。 
企業説明会体験【企業（エアライン関連を予定）】 
安藤担当 
企業の担当者を招き企業説明会を開催することで、実
際の企業説明会を体験する。その中で、企業説明会の
企業側の狙いとは？企業説明会に参加する目的、意
義。（どういう情報が得られるのか、どういう質問を
すべきなのか、企業は 

復習： 社会人基礎力に関する理解および課
題への回答 
予習：アンケートを分析し、自分の強みと弱
みを把握する。 
予習：企業説明会予定の企業について事前に
調べ、1 問程度の質問を考える。 
復習：企業の存在目的などについて整理す
る。課題への回答 

【第 25-26
回】 

講義 面接における留意点 安藤担当 
面接における留意点について、オンライン面接、対面
における面接などシーン別の留意点について説明しま
す。 
模擬面接① 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学⽣も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学⽣全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 

【第 27-28
回】 

模擬面接② 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学⽣も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ
うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学⽣全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 
模擬面接③ 小山・一尾・安藤担当 
グループに分かれ模擬面接を行う。講師だけではな
く、学⽣も面接官を経験し、企業担当者としてどのよ

予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 
予習：志望企業の研究と自己アピールの練習 
復習：他者の面接から得た教訓を整理してお
く。課題への回答 



うな視点が必要となるかを体験する。 
尚、学⽣全員を対象とし、事前にエントリーシートを
完成させておく。 

【第 29-30
回】 

講義 企業へのエントリー方法 安藤担当 
企業選びにおけるポイントについて、改めて説明し、
具体的な企業選びの一助とする。 
就職活動に向けて 安藤 
全体の振り返りと就職活動に向けたポイントを最終的
に確認する。最終課題としてエントリーシートの作成
についてアドバイスを行う。 

復習：企業のエントリー方法について整理す
る。課題への回答。 
予習：志望企業について様々な視点から数社
を選ぶ。 
復習：就職活動に向けた講義全体の整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0305-
Y06 

2.科目名 キャリアプランニング（２） （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科（2018 年度以前入学⽣） 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①今の時代を⽣きるために欠かせない、「ニュース」を読み解き、活用するチカラを身につ
ける。②基本的なニュースを、社会のしくみの中に位置づけるとともに、現代社会の諸問題
と関連付けて理解する。③政治・経済・暮らし・社会(環境)・国際関係の 5 つの項目に分け
て、それぞれの最近のトピックスについて理解を進める。 
授業では、指定のテキストについて解説する講義形式に続いて、それぞれのトピックスに応
じた問題を配布して演習形式で進める。教室外での学習として、さらに進んだ演習問題を配
布するので、毎回それらに答えて次回に採点する 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「３．多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深
め、連携していく力」および「S1．修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合
的に理解する力」の学修に関連する。 
新聞やテレビのニュース報道を読み解き、活用することができることを目標に、以下の力を
身につける。 
①現代社会のできごとを多角的・公正に理解・判断し、その課題をみんなで解決していく礎
となる総合的な力(知識、思考力・判断力など)を身につけること。②大きく変動し、先行き
不透明な時代に、人⽣を切り開くための力を身につけること。③ニュースと報道のありかた
を批判的に読み解き、自分なりの意見を導く力を身につけること。④新聞の社説レベルの記
事を読み解き、社会や自分の課題を設定し、その解決指針を導く力を身につけること。 

19.教科書・教材 
ニュース検定公式テキスト（2 級・準 2 級）日本ニュース時事能力検定協会（毎日新聞出
版） 

20.参考文献  

21.成績評価 

毎回の演習での解答実績（正答でなくても十分に考察されていること）(50％)主として学習
目標③④に対応 
毎回の振り返りによる考察度(10％)主として学習目標③④に対応 
前後期末の試験(40％）学習目標①②に対応 

22.コメント 

毎日の新聞・テレビによるニュース番組・ネットでの配信など、それぞれの学習環境に応じ
てニュースを見ることを必須とする。 
毎回の授業で、その週のとくに興味を持った内容についての考察などをまとめておくこと。 
↓の授業内容については、昨年度のテキストに準拠したものであり、実際の授業について
は、3 月に刊行されるテキストの内容に沿うものになるので、下記の内容は参考までにとど
めてください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 3 限目 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1・2
回】 

授業の方針・ガイダンス 
政治①：政治参加と選挙制度 
政治②：日本国憲法の明日 

配布する練習問題に解答すること 

【第 3・4 政治③：日本の政治と安倍内閣 前回に提示した用語について調べること 



回】 政治④：対⽴深まる普天間問題 配布する練習問題に解答すること 
【第 5・6
回】 

政治⑤：日本の外交 
政治⑥：皇太子さま新天皇に 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 7・8
回】 

政治⑦：人□減少に向き合う地方 
経済①：足踏みする財政再建 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 9・10
回】 

経済②：実感なき「戦後最⻑」景気 
経済③：世界を覆う不透明感 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 11・12
回】 

経済④：揺らぐ自由貿易体制 
経済⑤：エネルギー政策の未来 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 13・14
回】 

経済⑥：岐路に⽴つ日本の産業 
暮らし①：「人□減」前提の社会ヘ 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 15・16
回】 

前期総括および試験 
暮らし②：根幹揺らぐ社会保障 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 17・18
回】 

暮らし③：変わるか、働き方 
暮らし④：消費者行政のいま 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 19・20
回】 

社会・環境①：東京五輪 2 度目の夢は 
社会・環境②：共に⽣きる社会へ 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 21・22
回】 

社会・環境③：司法と市⺠⽣活 
社会・環境④：情報社会に⽣きる 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 23・24
回】 

社会・環境⑤：いのちと科学を考える 
社会・環境⑥：「大災害の時代」に 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 25・26
回】 

社会・環境⑦：地球環境を守るために 
国際関係①：「大国」米中と世界の行方 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 27・28
回】 

国際関係②：難⺠・移⺠揺れる世界 
国際関係③核の脅威今もなお 

前回に提示した用語について調べること 
配布する練習問題に解答すること 

【第 29・30
回】 

国際関係④：「平和」な世界への道は 
総括および試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0401-
Y01 

2.科目名 キャリアプランニングⅢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 町田都 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 

※講義『ビジネスマナー』から名前が変更されました。 
本科目はロールプレイなどの実習を行うため、履修人数を 30 人までとします。 
30 名を超えた場合は、第 1 回目の初講を受講した学⽣から選考しますので、受講希望学⽣
は、第一回目の講義に必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

現役客室乗務員（CA）からビジネスマナーの基本を実習やロールプレイを通して学びま
す。 
単に知識やスキルを身に付けるだけではなく、ビジネスマナーの必要性を「おもてなし」の
こころから考える姿勢も学びます。他者との違いを理解し、相手のこころを考えながら行動
することで、急激な社会の変化にも対応できる人材となるための基礎力が養えます。 
ロールプレーイングにより実践的なスキルを学ぶと同時に、講義やグループディスカッショ
ンから社会が求めるマナーについて考察します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(5)コミ
ュニケーションスキル】に関連しています。 
本科目の学習目標は、以下のとおりです。 
①学⽣時代においてインターンシップなどで経験する社会人との接触において、ビジネスマ
ナーを理解した対応ができる。 
②身だしなみ、挨拶などの基本的なマナーに加え、敬語を適切に使用した対面におけるコミ
ュニケーションができる。 
③メールでのやり取りなどで必要となるビジネス文書の基本を理解し、適切な非対面におけ
るコミュニケーションができる。 
④更に想定外の場面においても適切なマナーにより、相手のことを考慮した対応をすること
ができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。 

20.参考文献 
特にありませんが、ビジネスマナーに関する書籍を一読後、履修されると理解が深まりま
す。 

21.成績評価 

①授業参画度（ロールプレイへの参画）・・・５０点 （講義の要点を的確に掴んで、参画
意識をもって自発的にロールプレイなどに臨む）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・２０点 （グループワークにおいて自らの意見を積極的に発信し、
他者の意見を傾聴する。ルーブリック-チームワークを評価基準とする。）※学習目標④に対
応 
③確認テスト・・・３０点 （講義全体を通して基本的なビジネスマナーに関する設問に正
答することができる）※学習目標①、②、③、④に対応 

22.コメント 

大学⽣そして社会人になるにつれ様々な分野の人との交流が増えていきます。 
実践的な学習からスキルだけでなくその奥にある考え方を習得し、実習を通して体得してい
く事で 
どのようなシーンにおいても堂々と振る舞う事ができる人材を目指していきましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で対応します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

予習：次回の予習 

【第 2 回】 

講義および実習【職業意識の確⽴】 
社会−産業−組織について理解する。 
社会で求められる力について理解する。  
社会に出るまでに出来ることを理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 3 回】 
講義および実習【マナーⅠ：身だしなみ】 
ホスピタリティの考え方と身だしなみの必要性を習得
する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 4 回】 
講義および実習【マナーⅠ：挨拶】 
挨拶などの基本をロールプレイを通して習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 5 回】 
講義および実習【マナーⅠ：話し方と聞き方】 
ビジネスシーンで欠かせない相手に伝えるスキルと相
手の話を聴き取るスキルを習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 6 回】 
講義および実習【マナーⅡ：電話応対の基本】 
電話の受け答え、メールの送受信などの基本を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 7 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語①】 
尊敬語、謙譲語、丁寧語などの敬語の使い方を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 8 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語②】 
様々なシーンを想定したロールプレイを行い、敬語を
習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 9 回】 
講義および実習【マナーⅡ：報告・連絡・相談】 
組織において業務を行う場合の基本である、報・連・
相の重要性を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 10 回】 
講義および実習【マナーⅡ：来客・訪問】 
来客における対応ならびに訪問時の名刺交換などにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 11 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネス文書の基本】 
ビジネスにおける様々な場面における文書の作成につ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 12 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネスメール】 
ビジネスにおけるメールでのやり取りについて、その
基本を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 13 回】 
講義および実習【マナーⅣ：会食】 
食事におけるマナーについて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 14 回】 

講義および実習【マナーⅣ：葬式・結婚式などイベン
ト】 
結婚式および葬式などのイベントにおけるマナーにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習および第 2 回確認テスト
に備えてここまでの振り返り 

【第 15 回】 
講義および実習【ビジネスマナーのまとめ】 
ビジネスマナーに関する振り返り 
確認演習および確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB0401-
Y71 

2.科目名 キャリアプランニングⅢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二、阿部忍、飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 「キャリアプランニングⅠ」が修得済みで
あることが望ましい。 

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

17.授業の目的と概要 

この講義では，みなさんのライフプランとして「友情」「恋愛」「結婚」や「仕事・職業」に
ついて，一緒に考えます。どのような人間関係を築いていきたいのか，自分は何がしたいの
か，何ができるのかを改めて考えるとともに，社会・結婚・仕事等について知り，自分らし
く⽣きる道を見つけていきましょう。どのように⽣きていきたいかを考えること（これが
『キャリアデザイン』）を通して，大学で何を学び，大学⽣活をどう過ごせばよいかという
ことにも気付くことができるでしょう。 
 自分の⽣き方を考えるときにヒントをくれるのが，みなさんの周り 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解
決を図る力」と「S1.修得した知識・技能を通して現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①【企業へのアプローチ】電話やメール対応を適切に実践できる。 
②【マナー、⽴ち居振る舞い】就職活動の場面で正しい言葉遣い、あいさつ、⽴ち居振る舞
いができる。 
③【業界研究】業界の特徴を比較検討し、自分の興味に合うか、自分の強みが⽣かせるかを
見極められる。 
④【履歴書】添削→修正を繰り返し、「自分らしさ」が出ている内容に仕上げることができ
る。 
⑤【選考・面接対応】指導されたことを修正し実践することができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価  
22.コメント 全授業 原則スーツ着用となります 

23.オフィスアワー 
月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

オリエンテーション・受講のガイダンス 
・自宅で準備する課題の説明 
・ガクチカ、自己 PR の第二エピソードの重要性 
・志望動機書 

一日目 
第 1 回〜第 3 回：対面での受講 

 
今までの自分自身についてしっかりみつめてみよう 
企業の視点を理解した上でのガクチカと自己 PR につ
いて 

 

 
進路や仕事の決まった先輩に話を聞いてみよう 
業種や職種の絞り方 選び方の説明 
どうやって業種や会社を絞っていくのか？ 

・ガクチカ、自己 PR の第二エピソードの作
成を準備する 
・志望動機書（業界くらいまでは決めたうえ



で着手すること） 

 

ZOOM 面談について 
・ZOOM での面接，面談にあたっての心構え 
・ZOOM で注意すべきこと 
・撮影設備，音響設備，周辺環境 

二日目 
第 4 回〜第 6 回：ZOOM での遠隔受講 

 
・自宅での PC での ZOOM 面談の環境の確認 
・ZOOM 面談① ZOOM でのグループ面接  

 

自分の知らない情報を収集しきちんと整理しよう 
グループディスカッションに関する講義 
参加の仕方、役割などの説明 気を付けるべきことな
どの解説 

 

 
マナートレーニング① 挨拶・返事／言葉づかい・敬
語／身だしな 

三日目 
第 7 回〜第 9 回：対面での受講 

 
マナートレーニング②＜企業へのアプローチ＞ 
メール／電話／説明会でのマナー 他  

 

自分の知らない情報を，収集しきちんと整理しよう 
ガクチカ、自己 PR の中のエピソードの確認・講評 
一日目のオリエンテーション内で説明した内容の実地
での発表 

 

 

グループ面接 実地演習 
・2 組交互でのグループ面接を実施 
・グループ面談で話す内容：志望動機、自己 PR、ガ
クチカについて発表 
・1 部屋 2 組交代で、就活⽣，観察者，（面接者）と
して実施する 
・すべての役割を経験する 
・ふりかえり 

 

 
グループで話し合い理解を深めよう 
グループディスカッション 
グループディスカッション①，解説 

 

 
グループで話し合い理解を深めよう 
グループディスカッション②，解説 
全体のまとめ 

 

 

自分自身のキャリアデザインについてじっくり考えて
みよう 
個人面談  
・マナー面（入室、座り方）を中心に 

 

 

自分自身のキャリアデザインについてじっくり考えて
みよう 
個人面談  
・内容面を中心に 
注意する点を絞り 2 回実施予定 

 

 

まとめ・総括 
・総評（プログラムを終えて） 
・今後おこなわれる合説等の案内 
・就活に向けて〜エール〜 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1101-
Y01 

2.科目名 資格英語(1) （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2018 年度以前入学
⽣） 9.履修学年 2 年⽣〜 

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

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習を中心に行い、TOEIC 語彙の補
強、文法、読解力および聴解力の強化を目指す。前回の問題演習をもとに、語彙と文法の小
テストを毎回行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目
標                                          
1.TOEIC 試験の必須文法、必須語彙、イディオムを修得し、スコア 450 点を目標とする。                                                                                                  
2.英検準２級、2 級レベルの英語のリスニング力を高める。                                               
3.英検準２級、2 級レベルの読解問題を解くことができる。 

19.教科書・教材 Stepping Stones for the TOEIC Test"  朝日出版" Shogo Mitsutomi 他 
20.参考文献 授業内で案内します。 

21.成績評価 

平常点、participation ：  30 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応) 
mini-test ： 20 点（学習目標の 1, 2.に対応) 
総括試験： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 
 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学⽣のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学までに培った文法力、語彙力を落とすことのないよう学習
しておくこと。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 Unit1  TOEIC Test ： 出題形式および傾向と対策  

【第 2 回】 Unit2  Travel & Airports （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 Unit2  Travel & Airports （リーディング）、名詞・
代名詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit3  Sightseeing & Hotels （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 5 回】 
Unit3  Sightseeing & Hotels （リーディング）、形
容詞・副詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit4  Dining & Restaurants （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 



復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 Unit4  Dining & Restaurants （リーディング）、時
制① 

テストに備えて勉強すること 

【第 8 回】 Review① 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 9 回】 Unit5  Sports & Entertainment （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 
Unit5  Sports & Entertainment （リーディング）、
時制② 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit6  Fashion & Shopping （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 
Unit6  Fashion & Shopping （リーディング）、助動
詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 Unit7  School & Culture （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 
Unit7  School & Culture （リーディング）、他動
詞・自動詞 テストに備えて勉強すること 

【第 15 回】 Review②  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1201-
Y01 

2.科目名 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰⅢ(ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 
基礎科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
コンピュータ・リテラシーⅠまたはⅡを履
修済みであること 

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

16.履修制限 
PC 演習室の収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 50 名としま
す。 

17.授業の目的と概要 

この科目では、コンピューターリテラシー（読み書きの能力）の、より高度な能力を身につ
けることを目的としています。 
特に、インターネットを介した情報のやり取りや、品質の高いプレゼンテーションに欠かす
ことのできない Web ページ構築技術（HTML 言語などの理解）および、画像・映像・音声
などのマルチメディアコンテンツ制作に関する基礎力を習得します。 
今日、スマートフォンなどで撮った写真や映像を発信するのは、専用のツールやアプリを使
えば簡単に行うことができます。しかし一歩進んだクオリティの高い情報・コンテンツを発
信す 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の ２．主体的かつ柔軟に行動し、問題
解決を図る力 に関連しています。 
①SNS、E メール、添付ファイル、クラウドサービスなどを使い、目的に応じた適切な情報
のやりとりを行うことができる。 
②HTML 言語や CSS など、タグを使って Web ページが構築できる。 
③画像・映像・音声などのマルチメディアコンテンツをインターネット・プレゼンテーショ
ンに最適な形で処理（編集・加工）ができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を配付または提示します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 HTML タグページやフリーツールなど、随時ネット上での有用なサイト、アプリを紹介しま
す。 

21.成績評価 

評価の方法と配点（各課題の満点）は次のとおりです。 
・課題１〜４： 各１０点（計４０点） （学習目標①に対応） 
・課題５〜６： 各１５点（計３０点） （学習目標②に対応） 
・課題７： ３０点 （学習目標③に対応） 
提出された課題ごとに、０〜満点で評価します。 

22.コメント 

私たちの日常⽣活は SNS をはじめ、インターネットを利用することなく成り⽴たないもの
となっています。また単にネット上の情報やコンテンツを閲覧するだけでなく、自らがより
正確でクオリティの高いものを発信していくことがますます求められていく時代になってい
ます。 

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

【第 1 回】 

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定方
法・受講上の留意点など） 
インターネットの基礎、E メール、ファイル・データ
管理、クラウドサービスなどの紹介 

復習：学習内容の確認、授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 



【第 2 回】 情報検索と E メールの利用 【課題１】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 3 回】 プレゼンテーション① 文書作成 【課題２】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 4 回】 プレゼンテーション② PowerPoint 【課題３】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 5 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の基
礎① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 6 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の基
礎② 【課題４】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 7 回】 HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 8 回】 HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）② 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 9 回】 
HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）③ 【課題５】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 10 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の処
理テクニック① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 11 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の処
理テクニック② 【課題６】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 12 回】 
HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 13 回】 
HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）② 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 14 回】 HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）③【課題７（最終課題）】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 15 回】 
課題７（最終課題）提出。 これからのインターネッ
ト、XML 言語等の紹介、まとめ 復習：学習内容の総括、授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1201-
Y02 

2.科目名 ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 
基礎科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
コンピュータ・リテラシーⅠまたはⅡを履
修済みであること 

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

16.履修制限 
PC 演習室の収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 50 名としま
す。 

17.授業の目的と概要 

この科目では、コンピューターリテラシー（読み書きの能力）の、より高度な能力を身につ
けることを目的としています。 
特に、インターネットを介した情報のやり取りや、品質の高いプレゼンテーションに欠かす
ことのできない Web ページ構築技術（HTML 言語などの理解）および、画像・映像・音声
などのマルチメディアコンテンツ制作に関する基礎力を習得します。 
今日、スマートフォンなどで撮った写真や映像を発信するのは、専用のツールやアプリを使
えば簡単に行うことができます。しかし一歩進んだクオリティの高い情報・コンテンツを発
信す 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の ２．主体的かつ柔軟に行動し、問題
解決を図る力 に関連しています。 
①SNS、E メール、添付ファイル、クラウドサービスなどを使い、目的に応じた適切な情報
のやりとりを行うことができる。 
②HTML 言語や CSS など、タグを使って Web ページが構築できる。 
③画像・映像・音声などのマルチメディアコンテンツをインターネット・プレゼンテーショ
ンに最適な形で処理（編集・加工）ができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を配付または提示します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 HTML タグページやフリーツールなど、随時ネット上での有用なサイト、アプリを紹介しま
す。 

21.成績評価 

評価の方法と配点（各課題の満点）は次のとおりです。 
・課題１〜４： 各１０点（計４０点） （学習目標①に対応） 
・課題５〜６： 各１５点（計３０点） （学習目標②に対応） 
・課題７： ３０点 （学習目標③に対応） 
提出された課題ごとに、０〜満点で評価します。 

22.コメント 

私たちの日常⽣活は SNS をはじめ、インターネットを利用することなく成り⽴たないもの
となっています。また単にネット上の情報やコンテンツを閲覧するだけでなく、自らがより
正確でクオリティの高いものを発信していくことがますます求められていく時代になってい
ます。 

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

【第 1 回】 

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定方
法・受講上の留意点など） 
インターネットの基礎、E メール、ファイル・データ
管理、クラウドサービスなどの紹介 

復習：学習内容の確認、授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 



【第 2 回】 情報検索と E メールの利用 【課題１】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 3 回】 プレゼンテーション① 文書作成 【課題２】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 4 回】 プレゼンテーション② PowerPoint 【課題３】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 5 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の基
礎① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 6 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の基
礎② 【課題４】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 7 回】 HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 8 回】 HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）② 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 9 回】 
HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）③ 【課題５】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 10 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の処
理テクニック① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 11 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の処
理テクニック② 【課題６】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 12 回】 
HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 13 回】 
HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）② 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 14 回】 HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）③【課題７（最終課題）】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 15 回】 
課題７（最終課題）提出。 これからのインターネッ
ト、XML 言語等の紹介、まとめ 復習：学習内容の総括、授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB1203-
Y01 

2.科目名 資格英語(3) （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤美恵子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリーディング及びリスニング演習をトーイック形式に基づいて行
い、語彙の補強、文法、読解力およびリスニング力の強化を目指す。毎回、前回の内容から
のミニテストを行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目
標                                          
1.TOEIC 試験の必須文法、必須語彙、イディオムを修得し、スコア 550 点を目標とする。                                                                                                  
2.英検準２級、2 級レベルの英語のリスニング力を高める。                                               
3.英検準２級、2 級レベルの読解問題を解くことができる。                                                                      
                                                                                 
 

19.教科書・教材 
"FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST"  Chizuko Tsumatori  Masumi Tahira 
 センゲージラーニング" 

20.参考文献 授業内で案内します。 

21.成績評価 

平常点、participation ：  30 点 (DP 「3..多様な価値観を認め、他者とのコミュニケー
ションを深め、連携していく力」に対応) 
mini-test ： 20 点（学習目標の 1, 2.に対応) 
総括試験： 50 点(学習目標の 1.2.3.4.に対応) 
 

22.コメント 
TOEIC 受験を予定している学⽣のための授業であるので、真剣な取り組みを期待する。課題
もしっかりやってくること。大学入学までに培った文法や特に、語彙力を落とすことのない
よう常々学習しておくこと。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 TOEIC Test 出題形式及び傾向、guidance 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 2 回】 Unit1  Shopping (リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 3 回】 Unit1 Shopping（リーディング）動詞、5 文型 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 4 回】 Unit2  Daily Life （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 



【第 5 回】 Unit2   Daily Life（リーディング）名詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 6 回】 Unit13  Transportation（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 7 回】 Unit13  Transportation （リーディング）代名詞 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 8 回】 Review① 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 9 回】 Unit4  Jobs （リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 10 回】 Unit4  Jobs（リーディング）形容詞、副詞 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 11 回】 Unit5  Meals （リスニング） 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 12 回】 Unit5  Meals （リーディング）時制 予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 13 回】 Unit6  Communication（リスニング） 
予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 14 回】 
Unit6  Communication（リーディング）受動態、分
詞 

予習：次回分の問題をやっておくこと 
復習：ミニテストの準備をすること 

【第 15 回】 期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB158-
Y01 

2.科目名 経営学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

現代社会を形作る業務管理の方法・新製品の開発手法・モノの売り方などあらゆる仕組みは
会社がこの世に誕⽣したときから、全て今のように準備されていたわけではない。先人たち
が様々な問題に直面するたびにどのように対応すればよいのか試行錯誤を繰り返す中から少
しずつ整えられてきたのである。そしてその先人達の知恵の集大成が経営学である。本講義
ではこの経営学の基礎を習得すことを目的とする。方法として教科書を皆さんに読んでもら
い、ディスカッションしながら授業を進める。最終的には皆さんが経営学とは何かをプレゼ
ンできるレベルが到 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）健やかで調和のとれた人格と、しなやかで豊かな知性を自ら形成できる人間性、
（２）主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（３）多様な価値観を認め、他者との
コミュニケーションを深め、連携していく力、 

19.教科書・教材 

中川功一『日常が学びに変わる！経営学の本』（翔泳社、2019） 
アマゾン等で必ず購入しておくこと。  
20.参考文献 
 

20.参考文献  
21.成績評価 積極的授業参加度・発表 45％、総括試験 55％ 

22.コメント 
授業入中にマイクを回して順に教科書を読んでもらうので、必ず教科書を購入して持参する
こと。 

23.オフィスアワー 授業終了後又はメール 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 経営を巡る 21 世紀の変化 
柔軟さと革新の力が問われる「VUCA]の時代 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 2 回 経営するとは何の事なのか？ 
会社は人々が協力しあうための仕組み 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 3 回 
新しい事業を創造する「イノベーション論」（１） 
困りごとの解決で商品は⽣まれる  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ



る。 

第 4 回 

新しい事業を創造する「イノベーション論」（２） 
商品、サービスのよいかたちはデザインとアートのど
ちらか？  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 5 回 売れる仕組みをつくる「マーケティング論」（１） 
卸売業者は無駄か 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 6 回 
売れる仕組みを作る「マーケティング論」（２） 
マーケティングの基本サイクルの回し方  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 7 回 
事業のかたちをつくる「事業システム論」（１） 
事業は９つの要素で作る 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 8 回 
事業のかたちをつくる「事業システム論」（２） 
あらゆる業界の業務効率化をかなえる手法  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 9 回 
会社の方針を描いて決める「経営戦略論」（１） 
まずは現状を知らないと始まらない 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 10 回 
会社の方針を描いて決める「経営戦略論」（２） 
グローバルとマルチナショナルの違い  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 11 回 
自分の働き方を考える「組織行動論」（１） 
働く理由はお金とやりがいのどちら？ 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ



る。 

第 12 回 
自分の働き方を考える「組織行動論」（２） 
自分の未来はどのようにデザインすべきか？ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 13 回 
会社を動かす仕組みを知る「経営組織論」 
組織づくりの基本。人を動かす手段は 3 つある  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 14 回 総復習 
総括試験 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 15 回 
総復習 
総括試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB2201-
Y01 

2.科目名 資格日本語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・観光学科（2018 年度以前入学
⽣） 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 留学⽣のみ履修できます。 

17.授業の目的と概要 

この授業は、春学期は日本語能力試験 N2 を、秋学期は N1 の問題を解きながら、試験に合
格するための知識を身につけることを目的とした通年の授業です。日本語能力試験の勉強
は、資格のためのみならず、高度な日本語運用の基礎であり、特に大学の日本語レベル、日
本での就職の場では必須の基本的知識にもなります。進め方は、文法や語彙・漢字を確認し
たあと、その知識を利用した読解の勉強により力を入れて練習をします。ときどきは聴解も
時間をとって練習を行います。 
さらに、日本での就職の際に有利な BJT ビジネス日本語能力テストについての 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、4．異なる価値観を理解し、自分の
考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
① 日本語能力試験 N２ /N1 に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題に答え
ることができる。 
② 短い文章を読み、語や文のつながりを理解することができる。 
③ ⻑文を読んで、内容の要点を理解することができる。 
④ 発話や会話の中の重要な部分を意識して聞き取りができ。 

19.教科書・教材 

春学期：田代ひとみ他著『新完全マスター読解 日本語能力試験 N2』スリーエーネットワー
ク（2011） 
冬学期：草野宗子ほか著『読解攻略！日本語能力試験 N1 レベル』スリーエーネットワーク
（2015） 

20.参考文献 

国書日本語学校『日本語能力試験 20 日で合格 N２ 文字・語彙・文法（改訂版）』国書刊行
会（2012） 
氏原庸子ほか著『日本語能力試験 N２必修パターン聴解』J リサーチ出版（2017） 
図書館等にある過去問題集と各種問題集 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・教科書に基づいた毎回の小テスト（授業内で実施） ・・・50 点 （学習目標①〜④に
対応）   
・第 15 回 到達度チェック「まとめテスト」…50 点（学習目標①〜④に対応、最低 30 点
以上） 

22.コメント N2/N１に合格できる力をつけるためにがんばりたい人のための授業です。ですから、教科
書を買わない人や、授業中の態度が悪い人は、学期の途中でも受講を断ることがあります。 

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

春学期【第
1,2 回】 

【第 01 回】 
オリエンテーションと自己紹介。 
漢字・語彙・文法トレーニング第 1 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部導入［対比］ 
【第 02 回】 

【第 01 回】 
予習：これまでの日本語学習を振り返ってお
く 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 



漢字・語彙・文法トレーニング 第 2 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部導入＋［言い換
え］ 

【第 02 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
3,4 回】 

【第 03 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 3 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［比喩］ 
【第 04 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 4 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［疑問提示文］ 

【第 03 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 04 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
5,6 回】 

【第 0５回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 5 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［主張表現］ 
【第 0６回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 6 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［指示語を問
う］ 

【第 05 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 06 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
7,8 回】 

【第 0７回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 7 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［誰・何が・何
を］ 
【第 0８回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 8 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［下線部を問
う］ 

【第 07 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 08 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
9,10 回】 

【第 0９回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 9 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［理由を問う］ 
【第１０回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 10 日目 
読解トレーニング：教科書第 1 部 ［例を問う］ 

【第 09 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 10 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
11,12 回】 

【第１１回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 11 日目 
読解トレーニング：教科書第 2 部導入＋広告・お知
らせ 
【第１２回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 12 日目 
読解トレーニング：教科書第 2 部 説明書き・表・
リスト 

【第 11 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 12 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
13,14 回】 

【第 13 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 13 日目 
読解トレーニング：教科書第 3 部 実践問題１ 
【第 14 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 14 日目 

【第 13 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 



読解トレーニング：教科書第 3 部 実践問題２ 【第 14 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

春学期【第
15 回】 
冬学期【第
16 回】 

【第 15 回】 
総括試験とふりかえり（まとめ） 
【第 16 回】 
オリエンテーションと自己紹介。 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 1 日目 
読解トレーニング：教科書初めの 4 題 

【第 15 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 16 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
17,18 回】 

【第１７回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 2 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step1 指示語を
問う問題 
【第１８回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 3 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step2 キーワード
の穴埋め問題 

【第 17 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 18 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
19,20 回】 

【第１９回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 4 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step3 句や文の穴
埋め問題 
【第２０回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 5 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step4 下線部の意
味を問う問題 

【第 19 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 20 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
21,22 回】 

【第２１回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 6 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step5 下線部の意
味を問う問題 
【第２２回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 7 日目 
読解トレーニング：教科書 基礎編 step6 全体を問う
問題 

【第 21 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 22 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
23,24 回】 

【第２3 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 8 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「説明文」の読み
方(1) 
【第２４回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 9 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「説明文」の読み
方(2) 

【第 23 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 24 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
25,26 回】 

【第２５回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 10 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「論説文」の読み
方(１) 
【第２６回】 

【第 25 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 



漢字・語彙・文法トレーニング 第 11 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「論説文」の読み
方(2) 

【第 26 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
27,28 回】 

【第２７回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 12 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「随筆文」の読み
方(1) 
【第２８回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 13 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「随筆文」の読み
方(2) 

【第 27 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
作文をする。 
【第 28 回】 
予習：教科書の導入解説を読んでくる 
復習：残った問題を解いてくる 

冬学期【第
29,30 回】 

【第 29 回】 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 14 日目 
読解トレーニング：教科書 応用編「小説文」の読み
方(1) 
【第 30 回】 
総括試験とふりかえり（まとめ） 

【第 29 回】 
予習：N2 の漢字・文法リストをチェックす
る 
復習：これまでのまとめをしておくこと 
【第 30 回】 
予習：試験準備 
復習：N2 レベルの日本語を総まとめしてお
くこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB2201-
Y02 

2.科目名 資格日本語（１） （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部（2018 ⽣） 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 留学⽣のみ履修できます。 

17.授業の目的と概要 

この授業では、日本語能力試験 N2(後半に少し N1 も)の問題を解きながら、試験に合格する
ための知識を身につけます。日本語能力試験の勉強は、資格のためのみならず、高度な日本
語運用の基礎であり、特に大学の日本語レベル、日本での就職の場では必須の基本的知識に
もなります。進め方は、文法や語彙・漢字を確認したあと、その知識を利用した読解の勉強
により力を入れて練習をします。ときどきは聴解も時間をとって練習を行います。 
さらに、日本での就職の際に有利な BJT ビジネス日本語能力テストについての知識を深め、
次の目標として準備 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、4．異なる価値観を理解し、自分の
考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
① 日本語能力試験 N２に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題に答えること
ができる。 
② 短い文章を読み、語や文のつながりを理解することができる。 
③ ⻑文を読んで、内容の要点を理解することができる。 
④ 発話や会話の中の重要な部分を意識して聞き取りができ。 

19.教科書・教材 
田代ひとみ他著『新完全マスター読解 日本語能力試験 N2』スリーエーネットワーク
（2011） 

20.参考文献 

国書日本語学校『日本語能力試験 20 日で合格 N２ 文字・語彙・文法（改訂版）』国書刊行
会（2012） 
氏原庸子ほか著『日本語能力試験 N２必修パターン聴解』J リサーチ出版（2017） 
図書館等にある過去問題集と各種問題集 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・教科書に基づいた毎回の小テスト（授業内で実施） ・・・50 点 （学習目標①〜④に
対応）   
・第 15 回 到達度チェック「まとめテスト」…50 点（学習目標①〜④に対応、最低 30 点
以上） 

22.コメント N１に合格できる力をつけるためにがんばりたい人のための授業です。ですから、教科書を
買わない人や、授業中の態度が悪い人は、学期の途中でも受講を断ることがあります。 

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

第 1 回 

オリエンテーションと自己紹介。 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 1 日目 
読解トレーニング：教科書第１部 導入＋［対比］ 
 

予習：これまでの日本語学習を振り返ってお
く。教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 2 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第２日目 
読解トレーニング：教科書第１部 導入＋［言い換
え］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 



第 3 回 漢字・語彙・文法トレーニング 第３日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［比喩］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 4 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第４日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［疑問提示文］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 5 回 漢字・語彙・文法トレーニング 第５日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［主張表現］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 6 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第６日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［指示語を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 7 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第７日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［だれ・何が・何
を］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 8 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第８日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［下線部を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 9 回 漢字・語彙・文法トレーニング  第９日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［理由を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 10 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1０日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［例を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 11 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1１日目 
読解トレーニング：教科書第２部 導入＋広告・お知
らせ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 12 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第１２日目 
読解トレーニング：教科書第２部 説明書き・表・リ
スト 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 13 回 漢字・語彙・文法トレーニング  第１３日目 
読解トレーニング：教科書第３部実践問題（１） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 14 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1４日目 
読解トレーニング：教科書第３部実践問題（２） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。



残った問題を解いてくる。 

第 15 回 総括試験とふりかえり（まとめ） 
予習：試験準備 
復習：N2 レベルの日本語を総まとめしてお
くこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB2203-
Y01 

2.科目名 上級日本語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
現代社会学部 
総合社会学科（2018 年度⽣除く） 
観光学科 

9.履修学年  

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

16.履修制限 
人数が多い場合には、人数制限をすることがある。その場合、第 1 回目の授業に来た学⽣が
優先。 

17.授業の目的と概要 

春学期 
【目的】アカデミックな発表の型を使って、発表できるようになることを目的とします。 
【概要】発表の構成や決まった表現を学び、それが使えるように練習します。 
秋学期 
【目的】レポートや論文執筆に必要な要約ができるようになることを目的とします。 
【概要】異なる種類の文章の要約の練習をします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は(1) 自律性、(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
【学習目標・春学期】 
①アカデミックな発表の構成に基づいて、発表スライドを作り、発表ができる。 
②アカデミックな発表の表現を使い、発表や質問ができる。 
③シラバスに基づき、課題のスケジュール管理ができる。 
【学習目標・秋学期】 
①文意を取ることができる。 
②必要な情報の取捨選択ができる。 
③シラバスに基づき、課題のスケジュール管理ができる。 

19.教科書・教材 

春学期 
『アカデミック・スキルを身につける聴解・発表ワークブック』犬飼康弘著、スリーエーネ
ットワーク（2007） 
秋学期 
『留学⽣のためのストラテジーを使って学ぶ文章の読み方』一橋大学留学⽣センター著、ス
リーエーネットワーク（978-4-88319-1） 
◎書き込みのある教科書は不可 

20.参考文献  

21.成績評価 
毎回のテスト（50％）各課５点満点×11 回 
最終課題発表（50％） 
 

22.コメント 
レポートと同じように、発表にも構成や特別な表現があります。 
一緒に勉強しましょう。 

23.オフィスアワー 学修支援センター木曜日昼、研究室オフィスアワー金曜日昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
p.9 構成の確認 
１課メモ１、メモ２、メモ３ 

１課 p.22 練習の後で 
２課の言葉調べ、メモ１ 

第２回 １課テスト、２課２、３ これ以降毎回、音声データを入れた PC やス



マホを持ってくること。 
３課の言葉調べ、メモ１ 

第３回 
 ２課テスト、３課メモ２、３ ４課の言葉調べ、メモ１ 

第４回 
 

３課テスト、４課メモ２、３ ５課の言葉調べ、メモ１ 

第５回 ４課テスト、５課メモ２、３ ６課の言葉調べ、メモ１ 
第６回 ５課テスト、６課メモ２，３ ７課の言葉調べ、メモ 

第７回 ６課テスト、７課 
７課問題 
８課の言葉調べ、メモ 

第８回 ７課テスト、８課 
８課問題 
９課の言葉調べ、メモ  
 

第９回 ８課テスト、９課 
９課問題 
10 課の言葉調べ、メモ 

第 10 回 ９課テスト、10 課、最終課題説明 
10 課問題 
11 課の言葉調べ、メモ 

第 11 回 10 課テスト、11 課 11 課問題 
第 12 回 11 課テスト、最終課題準備 最終課題準備 
第 13 回 宿題確認、最終課題準備 最終課題準備 
第 14 回 最終課題発表  
第 15 回 最終課題発表  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CB2203-
Y02 

2.科目名 上級日本語（１） （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部総合社会学科 9.履修学年 ２年⽣以上 
10.取得資格の要件 留学⽣ 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 人数が多い場合には、人数制限をすることがある。その場合、第 1 回目の授業に来た学⽣が
優先。 

17.授業の目的と概要 【目的】アカデミックな発表の型を使って、発表できるようになることを目的とします。 
【概要】発表の構成や決まった表現を学び、それが使えるように練習します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は(1) 自律性、(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
【学習目標】 
①アカデミックな発表の構成に基づいて、発表スライドを作り、発表ができる。 
②アカデミックな発表の表現を使い、発表や質問ができる。 
 

19.教科書・教材 
『アカデミック・スキルを身につける聴解・発表ワークブック』犬飼康弘著、スリーエーネ
ットワーク（2007） 
書き込みのある教科書は不可 

20.参考文献  

21.成績評価 
毎回のテスト（50％）各課５点満点×11 回 
最終課題発表（50％） 
 

22.コメント 
レポートと同じように、発表にも構成や特別な表現があります。 
一緒に勉強しましょう。 

23.オフィスアワー 学修支援センター木曜日昼、研究室オフィスアワー金曜日昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
p.9 構成の確認 
１課メモ１、メモ２、メモ３ 

１課 p.22 練習の後で 
２課の言葉調べ、メモ１ 

第２回 １課テスト、２課２、３ 
これ以降毎回、音声データを入れた PC やス
マホを持ってくること。 
３課の言葉調べ、メモ１ 

第３回 
 

２課テスト、３課メモ２、３ ４課の言葉調べ、メモ１ 

第４回 
 

３課テスト、４課メモ２、３ ５課の言葉調べ、メモ１ 

第５回 ４課テスト、５課メモ２、３ ６課の言葉調べ、メモ１ 
第６回 ５課テスト、６課メモ２，３ ７課の言葉調べ、メモ 

第７回 ６課テスト、７課 
７課問題 
８課の言葉調べ、メモ 

第８回 ７課テスト、８課 
８課問題 
９課の言葉調べ、メモ  
 

第９回 ８課テスト、９課 ９課問題 



10 課の言葉調べ、メモ 

第 10 回 ９課テスト、10 課、最終課題説明 10 課問題 
11 課の言葉調べ、メモ 

第 11 回 10 課テスト、11 課 11 課問題 
第 12 回 11 課テスト、最終課題準備 最終課題準備 
第 13 回 宿題確認、最終課題準備 最終課題準備 
第 14 回 最終課題発表  
第 15 回 最終課題発表  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1102-
Y01 

2.科目名 社会学入門 3.単位数 2 

4.授業担当教員 友枝敏雄 

5.授業科目の区分 総合社会学科 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義中心に進めますが、講義の途中で学⽣
さんに質問して答えてもらうという質疑応
答をおこないます。基礎知識は不要です
が、日々のニュースや社会で起こっている
ことを考えるきっかけにしてもらいます。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
大学で学ぶことの意味は何でしょうか。この問いをあらためて考えることを出発点にして、
社会科学の一分野としての社会学および社会学的な見方を理解する。さらに個別のトピック
を通して、現代社会を観察し、分析する能力を習得する。 
概要： 
つぎの 3 つのテーマについて、15 回の授業で学習する。 
各回の授業テーマについては、各回の授業内容のところに記しているので、そこを参照する
こと。 
Ⅰ 社会学へのスタート 
Ⅱ 現代社会のアスペクト−個別のトピックを通して学ぶ− 
Ⅲ 社会学の起源 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目を学習すると、以下のような知識が身につきます。 
1．大学で学ぶことの意味 
2．大学の学問分野が人文科学、社会科学、自然科学の 3 つから構成されていること。 
3．社会の 4 つの領域が何であるのか。 
4．社会現象を客観的に捉えるための工夫。 
5．「フリーター」「ボランティア行為」「オタク」といった言葉の意味や、「日本人の宗教
観」についての知識。 
6．近代⻄欧における社会学の誕⽣、社会変動の趨勢についての知識。 
 

19.教科書・教材 友枝敏雄･山田真茂留･平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』、みらい、2019 年 
20.参考文献 授業のなかで必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

授業中の質疑応答（20％） 
授業最後の１０分に書く「本日の授業内容の感想とコメント」（20％） 
中間レポート（30％） 
期末レポート（30％） 

22.コメント 

授業での質疑応答では、大きな声で答えて下さい。 
皆さんの前で、自分の考えをまとめた上で、きちんと発表し説明する訓練の場にしたいと思
います。 
毎回、授業の最後の１０分で、「本日の授業内容の感想とコメント」を書いてもらいます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 Ⅰ  社会学へのスタート  次週の予習 



 1．イントロダクション 
第 2 回 2．世界社会の動向と日本社会の動向 次週の予習 

第 3 回 
3. 大学で学ぶことの意味 
 次週の予習 

第 4 回 
4. 大学の学問分野−人文科学、社会科学、自然科学
− 
 

テキスト第１章の予習 

第 5 回 
5．社会科学のなかの社会学−政治学、経済学、社会
学− テキスト第２章の予習 

第 6 回 6．社会学の研究対象としての社会の 4 つの領域 テキスト第３章の予習 
第 7 回 7．社会現象を客観的に捉えることはできるのか テキスト第４週の予習 

第 8 回 
Ⅱ現代社会のアスペクト−個別のトピックから学ぶ− 
8．友人とは誰のことか？ 

テキスト第５章の予習/中間レポートの提出 

第 9 回 9．「絆」を強くすれば自殺は減るのか？ テキスト第６週の予習 
第 10 回 10．美容整形のきっかけとは？ テキスト第７章の予習 
第 11 回 11．日本人は宗教を信じていないのか？ テキスト第８章の予習 

第 12 回 
12．「未熟」な若者がフリーターやニートになるの
か？ 

次週の予習 

第 13 回 
13. 日本人がオリンピックで日本代表を応援するの
は当たり前か？ 

次週の予習 

第 14 回 14．「いい人」がボランティアになるのか？ 次週の予習 
第 15 回 15．「オタク」は孤独か /期末レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1104-
Y01 

2.科目名 経済・経営学入門 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

 
現代社会を形作る業務管理の方法・新製品の開発手法・モノの売り方などあらゆる仕組みは
会社がこの世に誕⽣したときから、全て今のように準備されていたわけではない。先人たち
が様々な問題に直面するたびにどのように対応すればよいのか試行錯誤を繰り返す中から少
しずつ整えられてきたのである。そしてその先人達の知恵の集大成が経営学である。本講義
ではこの経営学の基礎を習得すことを目的とする。方法として教科書を皆さんに読んでもら
い、ディスカッションしながら授業を進める。最終的には皆さんが経営学とは何かをプレゼ
ンできるレベルが 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）健やかで調和のとれた人格と、しなやかで豊かな知性を自ら形成できる人間性、
（２）主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（３）多様な価値観を認め、他者との
コミュニケーションを深め、連携していく力 

19.教科書・教材 
中川功一『日常が学びに変わる！経営学の本』（翔泳社、2019） 
アマゾン等で必ず購入しておくこと。 

20.参考文献  

21.成績評価 
 
積極的授業参加度・発表 45％、総括試験 55％ 

22.コメント 
授業入中にマイクを回して順に教科書を読んでもらうので、必ず教科書を購入して持参する
こと。  
 

23.オフィスアワー 授業終了後又はメール 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
経営を巡る 21 世紀の変化 
柔軟さと革新の力が問われる「VUCA]の時代 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 2 回 
経営するとは何の事なのか？ 
会社は人々が協力しあうための仕組み 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 3 回 
新しい事業を創造する「イノベーション論」（１） 
困りごとの解決で商品は⽣まれる 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 



復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 4 回 

新しい事業を創造する「イノベーション論」（２） 
商品、サービスのよいかたちはデザインとアートのど
ちらか？  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 5 回 
売れる仕組みをつくる「マーケティング論」（１） 
卸売業者は無駄か 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 6 回 
売れる仕組みを作る「マーケティング論」（２） 
マーケティングの基本サイクルの回し方  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 7 回 
事業のかたちをつくる「事業システム論」（１） 
事業は９つの要素で作る 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 8 回 事業のかたちをつくる「事業システム論」（２） 
あらゆる業界の業務効率化をかなえる手法 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 9 回 
会社の方針を描いて決める「経営戦略論」（１） 
まずは現状を知らないと始まらない  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 10 回 
会社の方針を描いて決める「経営戦略論」（２） 
グローバルとマルチナショナルの違い  
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 11 回 
自分の働き方を考える「組織行動論」（１） 
働く理由はお金とやりがいのどちら？ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 



復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 12 回 自分の働き方を考える「組織行動論」（２） 
自分の未来はどのようにデザインすべきか？ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 13 回 
会社を動かす仕組みを知る「経営組織論」 
組織づくりの基本。人を動かす手段は 3 つある 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 14 回 
総復習 
総括試験 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 15 回 
総復習 
総括試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1105-
Y01 

2.科目名 建築・インテリア入門 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格 11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

建築・インテリアを学ぶ上での必要となる幅広い分野のうち、特に建築の歴史・計画・技
術・都市・景観・環境などの分野についての基礎知識を学ぶ。 建築の歴史・計画・技術・
都市・景観・環境などの分野について概説を行うとともに、神⼾の建築・まちのフィールド
ワークを通して建築・インテリアの基礎知識について実感を持って学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及 
び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．社会や文化について科学的に理解する力。
の学修に関連しています。 
この科目学習目標は ①建築・インテリアの各分野についての概要を把握する。 ②建築イ
ンテリアフィールドの修学計画の指針を得る。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 「手にとるように建築学がわかる本」 鈴木隆行  監修 田口昭 編著 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下のとおりです。  
講義内容とフィールドワークの内容を１４回レポートとして提出。70 点（学習目標の①建
築・インテリアの各分野についての概要を把握する。 ②建築インテリアフィールドの修学
計画の指針を得る。に対応）  
内容理解度と問題意識を見る最終レポート 30 点（学習目標の②建築インテリアフィール
ドの修学計画の指針を得る。に対応） 

22.コメント 将来建築・インテリアフィールドを希望する学⽣は、この授業を履修し単位修得することを
推奨する。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 建築と建築学の概要 建築のはじまり 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 2 回】 建築と土木の違い、建築と芸術 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 3 回】 日本の建築学、建築学はなんのため？ 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 4 回】 フィールドワーク 建築を見に行く 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 5 回】 建築学の研究分野 計画学、建築史学、建築論、とは 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 6 回】 建築構造学、建築材料学、環境工学、とは 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 



【第 7 回】 建築経済学、建築法規、建築施工学とは 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 8 回】 
美と芸術の建築学 建築の様式 教会建築、⻄洋建築
史 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 9 回】 ⻄洋建築史、伝統的建築意匠 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 10 回】 フィールドワーク 建築を見に行く 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 11 回】 力学と工学の建築学 力学、構造材料、構法、 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 12 回】 身近な住宅と都市の建築学 住宅 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 13 回】 住宅の設備、法規、集合住宅、住まいと都市環境 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 14 回】 フィールドワーク 建築を見に行く 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 15 回】 総括 建築の実例紹介等  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1106-
Y01 

2.科目名 観光学概論 （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
この科目は、大学で『観光』について学ぶ上で必要となる基礎的な知識とさまざまな視点を
学ぶことを目的としています。 
【科目の概要】 
グローバル化の進展は国際的な観光産業の成⻑を促進し、日本も「観光⽴国」を掲げて訪日
インバウンド観光の発展に取り組み、観光を通じた地域創⽣を目指してきました。その結
果、過剰な観光客の増加によるオーバーツーリズムの問題が注目されるまでになったところ
で、2020 年にコロナ禍が発⽣し、状況が急変したのは皆さんもご存知の通りです。このよ
うに、社会や人々の行動様式と観光は密 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP と関連しています。 
（１）自⽴的で主体的な態度 
（４）問題発見・解決力 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①観光に関する基本的知識を説明できる。 
②現代社会と観光の幅広い関係性について説明できる 
③観光の機能と効果を説明できる。 
④基本的な観光産業の仕組みとその特徴について説明できる。 
⑤観光が引き起こす問題とその仕組みについて説明できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 
メラニー・スミス(原著）小槻文洋ほか（翻訳）『観光研究のキーコンセプト』現代図書、
2014 年 
谷口知司・福井 弘幸 (編著)『これからの観光を考える』晃洋書房、2017 年 

21.成績評価 

本科目の成績評価は以下の観点で行います。 
小テスト・・・・20％   【学習目標①②③④⑤に対応】 
前半確認テスト・・・・30%  【学習目標①②③に対応】 
総括試験・・・・50％   【学習目標①②③④⑤に対応】 

22.コメント 
観光を学ぶ上での基本的知識を身に付ける必修科目です。授業内で実施する、観光や観光産
業についての意見交換・ディスカッションにも積極的に取り組むよう、心がけて下さい。 
＊私語厳禁。授業中の PC、携帯電話の使用、飲食は禁止。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・ディスカッション：観光に対するイメージ 

シラバスをよく読んでおくこと 
 

【第 2 回】 講義：現代社会と観光 予習：観光に関するニュースに目を通してお



ディスカッション：観光とは？ く 
復習：観光と社会の関係を概念図にまとめる 

【第 3 回】 講義：観光の仕組み 
グループワーク：観光の構造を考える 

予習：観光現象の構造について調べておく 
復習：観光のさまざまなステークホルダーに
ついてまとめる 

【第 4 回】 講義：観光と旅行の歴史 
ディスカッション：観光と旅行のちがい 

予習：観光の起源について調べておく 
復習：観光の変遷の背景について関連文献を
読む 

【第 5 回】 
講義：観光資源・観光対象①『文化』 
ディスカッション：文化の商品化 

予習：文化を対象とする観光の類型について
調べておく 
復習：文化観光の課題をまとめる 

【第 6 回】 
講義：観光資源・観光対象②『自然』 
ディスカッション：⽣物を「観光」することの意味 

予習：自然を対象とする観光の類型について
調べておく 
復習：自然観光の課題をまとめる 

【第 7 回】 
講義：観光と社会学 
ディスカッション：観光客はなにを求めている？ 

予習：観光社会学について調べておく 
復習：文化の真正性についてまとめる 

【第 8 回】 前半部確認テスト 
予習：これまでの授業内容を振り返ってノー
トをまとめておく 

【第 9 回】 
講義：観光産業の概要①『旅行業』 
ディスカッション：オンラインツアーは今後も⽣き残
るか？ 

予習：旅行業について調べておく 
復習：旅行業就職に必要な能力について整理
する 

【第 10 回】 
講義：観光産業の概要②『運輸・交通産業』 
グループワーク：運輸交通業界の課題を考える 

予習：運輸・交通産業について調べておく 
復習：運輸・交通産業就職に必要な能力につ
いて整理する 

【第 11 回】 
講義：観光産業の概要③『宿泊業』 
グループワーク：宿泊業界の課題を考える 

予習：宿泊業について調べておく 
復習：宿泊業就職に必要な能力について整理
する 

【第 12 回】 
講義：多様化するツーリズム 
ディスカッション：観光産業の可能性 

予習：観光の多様化について調べておく 
復習：現代の観光産業の課題を整理する 

【第 13 回】 講義：インバウンド観光と日本 
ディスカッション：外国人観光客が求めるもの 

予習：インバウンド観光の現状について調べ
ておく 
復習：インバウンド関連産業への就職に必要
な能力について調べておく 

【第 14 回】 
講義：オーバーツーリズムと観光 
グループワーク：迷惑とならない観光とは？ 
 

予習：オーバーツーリズムについて調べてお
く 
復習：観光マネジメントの原則を整理する 

【第 15 回】 総括試験 
予習：これまでの授業内容を振り返り、ノー
トをまとめておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC1127-
Y01 

2.科目名 観光文化入門 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 専門共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学⽣） 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義（人数によっては演習方式も取り入れ
る） 

16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

本授業の目的と概要?下記を理解し説明できること。? 
・今?の観光と呼ばれる活動は、産業?命以降の社会の変化と?きく関わる世界的な現象とい
える。 
そのため、まずはその歴史的背景を学修する。 
・19 世紀の産業?命という時代の流れとともに誕?した、近代観光が成?した歴史的背景。 
・観光活動（外部からの?々の来訪）によって各地域や?族に伝承されてきた固有の?化が、
どのよ 
うな変容を余儀なくされてきたか。 
・多様化する観光活動の現状と課題。 
・未来の新しいツーリズムの展望や価値。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標：  
以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ。 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える。 
観光文化について、下記を説明できること： 
①観光の歴史。 
②今日の観光活動の現状と課題｡ 
③観光文化の社会への貢献と役割、多様な側面｡ 
④自分自身の観光に対する考え｡ 

19.教科書・教材 特定テキストは用いない。 

20.参考文献 

・飯田芳也 2012 年 『観光文化学」古今書院 
・スミス、M. 他（小槻文洋 他訳） 2014 年 『観光研究のキーコンセプト』 現代図書 
・山下晋司（編） 2011 年 『観光学キーワード』 有斐閣双書 
・山下晋司（編） 2007 年 『観光文化学』 新曜社   など 

21.成績評価 課題 30％（学習目標?②に対応） ＋ 期末テスト 70％（学習目標?②③④に対応） 

22.コメント 
? 最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱、そして自分自身で考えること。 
・柔軟に発想し、とくに観光の最前線の動向について自ら見聞を深めること。 

23.オフィスアワー 

春学期  
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 3 限 
秋学期   
個人研究室：金曜 3 限  



学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：観光文化学の成⽴の背景と対象
分野 

観光における文化の現状 

【第 2 回】 観光の歴史(1) 18 世紀以前：古代の旅と世界観 人はなぜ⻑距離を移動したのか 

【第 3 回】 観光の歴史(2) 19 世紀：産業革命が産み出した新たな
旅のスタイル 

交通革命がもたらした身体感の変容 

【第 4 回】 観光の歴史(3) 19 世紀：国際博覧会の開催 未知が詰まった空間経験 

【第 5 回】 観光の歴史(4) 20 世紀前半：ヨーロッパとインドネシ
ア・バリ島との出会い 

オリエンタリズムが求めた楽園 

【第 6 回】 
観光の歴史(5) 20 世紀後半：新たなマス・ツーリズム
の時代の幕開け 

ジャンボジェット機の就航に象徴される旅の
大衆化 

【第 7 回】 
観光の歴史(6) 20 世紀末〜21 世紀：ニュー・ツーリ
ズムから次世代ツーリズムへ 

「モノ消費」から「コト消費」へ 

【第 8 回】 
サステイナブル・ツーリズム（持続可能な観光）と
SDGs（持続可能な開発目標） 

世界観光機関によるオーバー・ツーリズム
（観光公害）への対策 

【第 9 回】 観光の現場から(1) アイヌと観光 ⺠族のアイデンティティの守り方 
【第 10 回】 観光の現場から(2) エコ・ツーリズム 環境保全と観光の両⽴ 
【第 11 回】 観光の現場から(3) ダーク・ツーリズム 「影を観る」観光 
【第 12 回】 観光の現場から(4) 宗教体験とツーリズム 聖地巡礼になぜ行くのか 

【第 13 回】 
観光の現場から(5) テーマパーク：つくりものの疑似
体験 

現代の消費の象徴 

【第 14 回】 
観光の現場から(6) ムスリム・フレンドリー・ツーリ
ズム（ハラール・ツーリズム） 

宗教的な規制を前提とするおもてなし 

【第 15 回】 総括試験 グローバル化が加速する中での展望 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2201-
Y01 

2.科目名 観光文化論 （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 専門教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
観光学科 
 9.履修学年 

 
 

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

17.授業の目的と概要 

? 本授業の目的と概要：下記を理解し説明できること。  
・今日の観光と呼ばれる活動は、産業革命以降の社会の変化と大きく関わる世界的な現象と
いえる。そのため、まずはその歴史的背景を学修する。 
・19 世紀の産業革命という時代の流れとともに誕⽣した、近代観光が成⽴した歴史的背
景。 
・観光活動（外部からの人々の来訪）によって各地域や⺠族に伝承されてきた固有の文化
が、どのような変容を余儀なくされてきたか。 
・多様化する観光活動の現状と課題。 
・未来の新しいツーリズムの展望や価値。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）のうちとくに下記に関連し
ています。 
・自律的で主体的な態度（自律性） 
・多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
・問題発見･解決力 
本授業の学習目標：以下を学修し説明できること。 
?19 世紀の産業革命という時代の流れとともに誕⽣した、近代観光が成⽴した歴史的背景 
?観光活動（外部からの人々の来訪）によって、各地域や⺠族に伝承されてきた固有の文化
が余儀なくされた変容。 
③多様化する観光活動の現状と課題。 
?未来の新しいツーリズムの展望や価値。 

19.教科書・教材 特定のテキストは用いない。 

20.参考文献 

・飯田芳也 2012 年 『観光文化学」 古今書院 
・スミス、M. 他（小槻文洋 他訳） 2014 年 『観光研究のキーコンセプト』 現代図書 
・橋本和也 2004『観光人類学の戦略』世界思想社 
・山下晋司（編） 2011 年 『観光学キーワード』 有斐閣双書 
・山下晋司（編） 2007 年 『観光文化学』 新曜社   など 

21.成績評価 
アサインメント（課題）：30％ （学習目標?〜?） 
中間試験（第 8 回授業）：30％（学習目標?、②） 
期末試験：40％（学習目標?〜?） 

22.コメント 
・最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱。 
・自分自身で調べ、考えること。 
・観光の最前線の動向について、ニュースなどを通して日頃から見聞を深めること。 

23.オフィスアワー 

春学期  
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 3 限 
秋学期   



個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 イントロダクション：観光文化学の成⽴の背景 WebClass 上の授業資料の確認・復習。 
第 2 回 観光の歴史(1) 18 世紀以前：古代の旅と世界観 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 3 回 観光の歴史(2) 19 世紀：産業革命が産み出した新たな
旅のスタイル 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 4 回 観光の歴史(3) 19 世紀：国際博覧会の開催 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 5 回 観光の歴史(4) 20 世紀前半：ヨーロッパとインドネシ
ア・バリ島との出会い 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 6 回 
観光の歴史(5) 20 世紀後半：新たなマス・ツーリズム
の時代の幕開け 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 7 回 
観光の歴史(6) 20 世紀末〜21 世紀：ニュー・ツーリ
ズムから次世代ツーリズムへ 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 8 回 中間試験 前半の復習 
第 9 回 
 

サステイナブル・ツーリズム（持続可能な観光）と
SDGs（持続可能な開発目標） 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 10 回 
 

観光の現場から(1) アイヌと観光 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 11 回 観光の現場から(2) エコ・ツーリズム WebClass 上の授業資料の確認・復習 
第 12 回 観光の現場から(3) ダーク・ツーリズム WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 13 回 観光の現場から(4) テーマパーク：つくりものの疑似
体験 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 14 回 観光の現場から(5) ムスリム・フレンドリー・ツーリ
ズム（ハラール・ツーリズム） 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

第 15 回 期末試験 学期全体の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2205-
Y01 

2.科目名 海洋環境論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 専門共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

地球の環境は、固体地球・海洋・大気が有機的に結びついている。それらの個々の様態と相
互関係について総合的に理解する。 
地球環境・海洋環境にかかわるさまざまなデータをもとに、それらがどのような現象を捉え
ているか、どのように解釈できるかについて、以下のタイトルに沿って講義する。また、期
間中に一回程度海岸に赴き、海岸の様態と⽣物の観察をおこなう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「S1．修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力」および「K1.歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・
コトを観光と結びつけて考えることができる。」の学修に関連する。 
①地球環境における海の位置づけと海洋環境の現状（とくに熱環境について）を理解する。
②天気予報で示され、天気図・衛星画像などで示される解説について深く理解する。とく
に、③大気・海水の挙動について理解し、日々の天気予報や⻑期予測などについての背景を
理解することができる。 

19.教科書・教材 毎回、関連する内容の資料などを配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

毎回、学習目標①および③についての簡単な単語などを問う小テストを行う。(30％） 
中間試験：第一回から第八回まで主として学習目標①および③について、学期の中間に簡単
な試験を実施する。(30％） 
学修目標①②③の全体について、学年末にレポートを課す。（40％） 

22.コメント 
ニュースや天気予報などで解説されていることばや現象について、日ごろより興味を持って
おくこと。 

23.オフィスアワー 個人研究室：木曜 3 限目 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 固体地球 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 2 回】 大気の区分と循環 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 3 回】 地球の熱環境と海流 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 4 回】 海洋の大循環 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 5 回】 海洋の大循環と湧昇域における⽣産性 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場



合あり） 

【第 6 回】 南極環海流とサーモスタット効果 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 7 回】 温室効果と地球温暖化の一般的理解 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 8 回】 温室効果と地球温暖化における海洋の位置づけ 
中間試験 

授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 9 回】 潮汐がおこるしくみと日本沿岸の実態 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 10 回】 大潮・小潮 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 11 回】 エルニーニョ（ENSO） 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 12 回】 南方摂動 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 13 回】 海洋⽣物の物質汚染（有機塩素化合物の事例） 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 14 回】 海洋⽣物に物質汚染がおこる理由 
授業で提示した用語について調べること 
天気予報を視聴すること（授業で試問する場
合あり） 

【第 15 回】 （海岸での観察に赴く日としての予備日）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2207-
Y01 

2.科目名 欧米文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科(2020 年度以前入学⽣） 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

木を植え、森林を育てる、あるいは庭園をつくるということは、欧米の文化や社会におい
て、どのような意味をもった行為だと論じられてきたのだろうか。英国の地理学者、スティ
ーブ・ダニエルズによると「木や森は、原料資源であるだけでなく、象徴的な意味の資源と
しても豊かであって、しばしば社会秩序の理念を表すのに利用されてきた」という。本授業
では、欧米社会における庭園と森の形態に象徴的にあらわれる多様な文化のあり方（具体的
にはキリスト教・絶対王政・資本主義・市⺠社会・中産階級などに特徴的な文化）を紹介し
ます。さらに、欧米に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる現代社会学部共通・観光学科の DP（ディプロマ・ポリ
シー）に関連しています。 
１健やかで調和のとれた人格と、しなやかで豊かな知性を自ら形成できる人間性 
３多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
１．受講⽣の皆さんは欧米社会における庭園と森をめぐる多様な文化のあり方（具体的には
キリスト教・絶対王政・資本主義・市⺠社会・中産階級などの鍵概念）について理解するこ
とができ、記述して説明することができる。 
２．受講⽣の皆さんは、授業で紹介する森や庭園などの形態やデザインから、人間がどのよ
うに植物などの自然資源を利用し、さらに保全とのバランスを保ってきたのかについて理解
して、記述して説明することがができる。 
 

19.教科書・教材 
教材は、web class にて、配布します。受講⽣のみなさんは、事前に web class にて、配布
する資料を各自ダウンロードして、印刷して授業にのぞんでください。もしくは、授業にパ
ソコンを持参して、web class の配布資料を見ながら受講してください。 

20.参考文献 
授業中にたくさん紹介します。 
 

21.成績評価 

小テストと授業内レポート(30％)…（学習目標１に対応） 
発表（宿題や授業内レポートで扱ったテーマについて）(20％)…（学習目標１に対応） 
中間テストと期末テスト(５０％)…（学習目標２に対応） 
中間テストと期末テストの記述問題、授業内レポートの記述問題、授業中の発表は、ルーブ
リック評価で採点します。 



22.コメント 

授業のはじめの 4 回は樹木などの植物は、人間社会における物質的・精神文化的資源となっ
てきたことを紹介します。5 回目からは、これらの植物資源が、人工物とともに庭園という
場において、空間的にデザインされるときに、どのように、欧米文化（具体的にはキリスト
教・絶対王政・資本主義・市⺠社会・中産階級などに特徴的な文化）として表現されてきた
のかについて、多くの事例を紹介しながら考察します。 
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション：庭園と森と欧米文化  

【第 2 回】 木は「人間社会の可視的なシンボル」（キース・トー
マス） 

予習・復習としてキース・トーマス（山内
訳）『人間と自然界』法政大学出版局の「第
５章樹木と草花第１節原⽣林」を読もう。 
授業内レポートの内容について次回から、順
番を決めて、発表してもらいます。準備をし
てください。 

【第 3 回】 植林と社会：植林と愛国主義（「美しい木」と政治） 

予習・復習としてキース・トーマス（山内
訳）『人間と自然界』法政大学出版局の「第
５章樹木と草花第２節植林」を読もう。 
授業内レポートの内容について順番を決め
て、発表してもらいます。準備をしてくださ
い。 

【第 4 回】 植林と社会：落葉樹と針葉樹のシンボリズム 

予習・復習としてキース・トーマス（山内
訳）『人間と自然界』法政大学出版局の「第
５章樹木と草花第３節樹木崇拝」を読もう。 
授業内レポートの内容について次回から、順
番を決めて、発表してもらいます。準備をし
てください。 

【第 5 回】 
庭園のコスモロジー 
パラダイスのイメージ：キリスト教の修道院の庭 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。中間テストの
準備となります。その１ 
授業内レポートの内容について順番を決め
て、発表してもらいます。準備をしてくださ
い。 

【第 6 回】 パラダイスのイメージ：キリスト教の修道院の庭 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。中間テストの
準備となります。その２ 
授業内レポートの内容について順番を決め
て、発表してもらいます。準備をしてくださ
い。 

【第 7 回】 イタリアの庭（ヴィラの文化）とスペインの庭（イス
ラムの影響） 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。中間テストの
準備となります。その３ 
授業内レポートの内容について順番を決め
て、発表してもらいます。準備をしてくださ



い。 

【第 8 回】 整形式庭園：フランスの絶対王政の庭 
授業の後半に中間テスト 

今までの授業の復習をして、中間テストの準
備をしてください。 

【第 9 回】 
風景式庭園：英国の市⺠社会の成⽴ 
授業の後半に中間テストのふりかえり 
 

中間テストの見直しをしてください。中間テ
ストのふりかりを踏まえて、今週から期末テ
ストの準備をしましょう。 

【第 10 回】 中産階級の成⽴と庭園 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。期末テストの
準備となります。その１ 
授業のキーワードに関する授業内レポートの
内容について順番を決めて、発表してもらい
ます。準備をしてください。 

【第 11 回】 
温室と植物：英国のキュー植物園 
実用性を追求する庭園：キッチンガーデン・家庭菜
園・アロットメント 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。期末テストの
準備となります。その２ 
授業のキーワードに関する授業内レポートの
内容について順番を決めて、発表してもらい
ます。準備をしてください。 

【第 12 回】 
⻄部開拓と米国⽴公園 
ワイルド・ガーデン（ウィリアムロビンソン）の思想
と実践 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。期末テストの
準備となります。その３ 
授業のキーワードに関する授業内レポートの
内容について順番を決めて、発表してもらい
ます。準備をしてください。 

【第 13 回】 ジャポニズム：欧米における日本庭園流行 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。期末テストの
準備となります。その４ 
授業のキーワードに関する授業内レポートの
内容について順番を決めて、発表してもらい
ます。準備をしてください。 

【第 14 回】 
期末テスト 
 

予習・復習として授業で紹介する文献を読ん
でまとめましょう。授業のキーワードについ
てグループでまとめましょう。期末テストの
準備となります。その５ 
授業のキーワードに関する授業内レポートの
内容について順番を決めて、発表してもらい
ます。準備をしてください。 

【第 15 回】 まとめ 中間テストの復習をして、期末テストの準備
をしてください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2208-
Y01 

2.科目名 特殊講義Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 町田都 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科 3 年⽣ 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 座学、実習 

16.履修制限 
本科目はロールプレイなどの実習を行うため、履修人数を 30 人までとします。 
30 名を超えた場合は、第 1 回目の初講を受講した学⽣から選考しますので、受講希望学⽣
は、第一回目の講義に必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

現役客室乗務員（CA）からビジネスマナーの基本を実習やロールプレイを通して学びま
す。 
単に知識やスキルを身に付けるだけではなく、ビジネスマナーの必要性を「おもてなし」の
こころから考える姿勢も学びます。他者との違いを理解し、相手のこころを考えながら行動
することで、急激な社会の変化にも対応できる人材となるための基礎力が養えます。 
ロールプレーイングにより実践的なスキルを学ぶと同時に、講義やグループディスカッショ
ンから社会が求めるマナーについて考察します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(5)コミ
ュニケーションスキル】に関連しています。 
本科目の学習目標は、以下のとおりです。 
①学⽣時代においてインターンシップなどで経験する社会人との接触において、ビジネスマ
ナーを理解した対応ができる。 
②身だしなみ、挨拶などの基本的なマナーに加え、敬語を適切に使用した対面におけるコミ
ュニケーションができる。 
③メールでのやり取りなどで必要となるビジネス文書の基本を理解し、適切な非対面におけ
るコミュニケーションができる。 
④更に想定外の場面においても適切なマナーにより、相手のことを考慮した対応をすること
ができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。 

20.参考文献 
特にありませんが、ビジネスマナーに関する書籍を一読後、履修されると理解が深まりま
す。 

21.成績評価 

①授業参画度（ロールプレイへの参画）・・・５０点 （講義の要点を的確に掴んで、参画
意識をもって自発的にロールプレイなどに臨む）※学習目標①、②、③に対応 
②グループワーク・・・２０点 （グループワークにおいて自らの意見を積極的に発信し、
他者の意見を傾聴する。ルーブリック-チームワークを評価基準とする。）※学習目標④に対
応 
③確認テスト・・・３０点 （講義全体を通して基本的なビジネスマナーに関する設問に正
答することができる）※学習目標①、②、③、④に対応 

22.コメント 

大学⽣そして社会人になるにつれ様々な分野の人との交流が増えていきます。 
実践的な学習からスキルだけでなくその奥にある考え方を習得し、実習を通して体得してい
く事で 
どのようなシーンにおいても堂々と振る舞う事ができる人材を目指していきましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で対応します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 講義【オリエンテーション】 予習：次回の予習 



担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

【第 2 回】 

講義および実習【職業意識の確⽴】 
社会−産業−組織について理解する。 
社会で求められる力について理解する。  
社会に出るまでに出来ることを理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 3 回】 
講義および実習【マナーⅠ：身だしなみ】 
ホスピタリティの考え方と身だしなみの必要性を習得
する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 4 回】 講義および実習【マナーⅠ：挨拶】 
挨拶などの基本をロールプレイを通して習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 5 回】 
講義および実習【マナーⅠ：話し方と聞き方】 
ビジネスシーンで欠かせない相手に伝えるスキルと相
手の話を聴き取るスキルを習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 6 回】 
講義および実習【マナーⅡ：電話応対の基本】 
電話の受け答え、メールの送受信などの基本を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 7 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語①】 
尊敬語、謙譲語、丁寧語などの敬語の使い方を習得す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 8 回】 
講義および実習【マナーⅡ：敬語②】 
様々なシーンを想定したロールプレイを行い、敬語を
習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 9 回】 
講義および実習【マナーⅡ：報告・連絡・相談】 
組織において業務を行う場合の基本である、報・連・
相の重要性を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 10 回】 
講義および実習【マナーⅡ：来客・訪問】 
来客における対応ならびに訪問時の名刺交換などにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 11 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネス文書の基本】 
ビジネスにおける様々な場面における文書の作成につ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 12 回】 
講義および実習【マナーⅢ：ビジネスメール】 
ビジネスにおけるメールでのやり取りについて、その
基本を習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 13 回】 
講義および実習【マナーⅣ：会食】 
食事におけるマナーについて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 14 回】 

講義および実習【マナーⅣ：葬式・結婚式などイベン
ト】 
結婚式および葬式などのイベントにおけるマナーにつ
いて習得する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習および第 2 回確認テスト
に備えてここまでの振り返り 

【第 15 回】 
講義および実習【ビジネスマナーのまとめ】 
ビジネスマナーに関する振り返り 
確認演習および確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2209-
Y01 

2.科目名 特殊講義Ⅱ 国内旅行業務 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目的とする。 
≪国家試験は、前者は毎年 10 月、後者は毎年 9 月に実施される≫ 
JR、国内航空、貸切バス、旅館、ホテルなどに関する学習をします。 
新型コロナウィルスの影響により、観光関連産業はビジネスモデルの転換を余儀なくされて
いるが 
基本的な業務を理解することで未来戦略も考察します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準点である 60%以上
の得点を 
    確保する。 
②国内旅行に関する知識を修得することで、観光産業の理解を深める。 

19.教科書・教材 
旅行実務シリーズ「国内運賃・料金」（発行：JTB 総合研究所） 
 

20.参考文献 
①JR 時刻表 
②全国旅行業協会（ANTA）の HP 

21.成績評価 
①総括試験（筆記/最終の授業で実施）   70%       （学習目標の①に対応） 
②理解度確認テスト（筆記/3 回実施）            30%        （学習目標の①、②に対
応） 

22.コメント 

①教科書や参考文献で予習・復習をしてください。 
②総括試験は、15 回目の授業で実施します。 
③出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
④全出席による加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了後又は、E メールにより対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション/授業計画・評価/資格取得の解説  
2 JR 旅客営業規則、乗車券類概要 予習：教科書１部１章 

3 JR 運賃計算① 
予習：教科書１部 2〜3 章 
復習 

4 JR 運賃計算② 
予習：教科書１部 2〜３章 
復習 

5 JR 料金計算① 予習：教科書１部 ４章 
復習 

6 
JR 料金計算② 
理解度確認テスト① 

予習：教科書１部 ４章 
復習 

7 JR 払戻など 
予習：教科書１部 ５章 
復習 

8 JR 団体乗車券 予習：教科書１部 ６〜７章 



復習 

9 JR 取扱い実務、時刻表の読み方など 予習：JR 時刻表 
復習 

10 
国内航空運賃・料金計算① 
理解度確認テスト② 

予習：教科書２部 ２章 
復習 

11 国内航空運賃・料金計算② 
予習：教科書２部 ２章 
復習 

12 貸切バス運賃・料金 
予習：教科書３部 １章 
復習 

13 モデル宿泊約款 予習：宿泊約款 
復習 

14 理解度確認テスト③/重要ポイントの再確認 
予習：各約款 
復習 

15 総括試験/まとめ 予習：国家試験・過去問題の確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2209-
Y02 

2.科目名 
特殊講義（２） サービスラーニング B WS
開催 (1) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 社会学部、心理学部、教育学部 9.履修学年 1-4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実
施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 
対面(月 2 回程度) 
Zoom での勉強会(月 4 回程度 全員の都合
を合わせると夜中になる可能性が高いと思
います。) 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(活動時間は相談) 

16.履修制限 人数が多い場合は履修制限をします。5-10 名前後を考えています。 
履修制限をする場合は面談をします。 

17.授業の目的と概要 

科目名は文字数の関係で適当につけられています。 
そのため、内容は全然違います。注意してください。 
テーマ A で３名前後、テーマ B で 10 名前後を募集します。 
[テーマ A] ワークショップを通じた地域貢献 (3 名前後) 
注意 : 土曜日にワークショップを実施する可能性が高いです。１年間を通して実施します。
そのため、秋・冬も取ってください。 
------------------------------------------------------------------------------------ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

[テーマ A] 
a) オンラインで他地域と繋ぐという事は何に役に⽴つのかについて自分の意見を持つ 
b) ワークショップを通じて地域で求められていることは何なのかについて自分の意見を持
つ 
[テーマ B] 
a) プログラミングワークショップはこの地域で求められているのか体験を通して自分の意
見を持つ 
b) 誰のためにプログラミングワークショップを開くべきなのか、どこの場所でプログラミ
ングワークショップを開くべきなのかの自分の意見を持つ 
[DP との関係] 
上記の(a),(b)は(1)-(4)に関係している 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
(4) 問題発見・解決力。 

19.教科書・教材 [テーマ B] Scratch で楽しむプログラミングの教科書,北村 愛実  (著), 犬伏 雅士 (監
修),SB クリエイティブ 

20.参考文献 [テーマ B] スクラッチプログラミング事例大全集, 松下孝太郎  (著), 山本光  (著),技術評



論社 
21.成績評価 活動報告書 : 100% 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春・夏の活
動概要 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回程度) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 
対面授業(月 2 回程度)の役割 : ワークショップ実施
に関して何をしなければいけないのかを議論し、行動
するために実施する 
Zoom での勉強会(月 4 回程度)の役割 : scratch のプ
ログラミング能力を向上させ、ワークショップの教材
作成ができるだけの知識を手に入れる 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(要相談)の役割 : ワークショップを通
じて、知識を 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2210-
Y71 

2.科目名 特殊講義Ⅲ 旅行業約款 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 
2，3 年 
 

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

17.授業の目的と概要 

「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目的とする。 
≪国家試験は、前者は毎年 10 月、後者は毎年 9 月に実施される≫ 
旅行業約款は、旅行業者と旅行者間の取り決めであり、標準旅行業約款を学習する。約款の
目的、企画旅行契約、手配旅行契約などの旅行業約款、ＪＲなどの運送約款、宿泊約款を系
統だてて学習することで資格取得を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準点である 60%以上
の得点を 
   確保する。 
②約款と実務の関連性について理解する。 
③旅行業法との関連性を理解する。 

19.教科書・教材 旅行実務シリーズ「旅行業約款/運送・宿泊約款」（発行：JTB 総合研究所） 

20.参考文献 
①観光⽩書 
②日本旅行業協会（JATA）の HP 
③全国旅行業協会（ANTA）の HP 

21.成績評価 

①総括試験（筆記/最終の授業で実施）     70%  （学習目標の①、②、③に対
応） 
②理解度確認テスト（筆記/3 回実施）                    30%  （学習目標の①、②、
③に対応） 

22.コメント 

 
①教科書や参考文献で予習・復習をしてください。 
②総括試験は、15 回目の授業で実施します。 
③出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
④全出席による加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了時又は、E メールにて対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ 
オリエンテーション/授業計画・評価・資格取得の解
説 

 

２ 標準旅行業約款の概要 
主催旅行のパンフレット掲載の契約条項を確
認する 

3 標準旅行業約款/募集型企画旅行① 標準旅行業約款の熟読 
4 標準旅行業約款/募集型企画旅行② 標準旅行業約款の熟読 

5 標準旅行業約款/受注型企画旅行① 
理解度確認テスト① 

標準旅行業約款の熟読 

6 標準旅行業約款/受注型企画旅行② 標準旅行業約款の熟読 
7 標準旅行業約款/特別補償規定 準旅行業約款の熟読 



8 標準旅行業約款/手配旅行契約 標準旅行業約款の熟読 
9 理解度確認テスト② 標準旅行業約款の熟読 
10 国内旅客運送約款（日本航空例） 国内旅客運送約款の熟読 
11 一般貸切旅客自動車運送事業 標準運送約款の熟読 
12 海上運送事業 フェリー標準運送約款の熟読 

13 理解度確認テスト③ 
国内旅客運送約款、一般貸切旅客自動車運送
事業標準運送約款、フェリー標準運送約款の
熟読 

14 宿泊の概要・宿泊料金 モデル宿泊約款の熟読 
15 総括試験/まとめ 国家試験・過去問題の確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2211-
Y01 

2.科目名 特殊講義Ⅳ 旅行業法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2，3 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目的とする。 
≪国家試験は、前者は毎年 10 月、後者は毎年 9 月に実施される≫ 
旅行業に関する法制度の基礎を理解し、旅行業務にかかわる取引の公正の維持、旅行の安全
確保、 
旅行者の利便増進に繋がるものとして制定されたもので、それらを遂行するための各ルール
がどの 
ようなものであるかを学習する. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門的知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準点である 60％以
上の得点を 
    確保する。 
②法律と実務の関連性について理解する。 
 

19.教科書・教材 旅行業実務シリーズ「旅行業法およびこれに基づく命令」（発行：JTB 総合研究所） 

20.参考文献 
①観光⽩書 
②日本旅行業協会（JATA）の HP 
③全国旅行業協会（ANTA）の HP 

21.成績評価 
①総括試験（筆記/最終の授業で実施）      70％   （学習目標の①、②に対応） 
②理解度確認テスト（筆記/3 回）       30%           （学習目標の①、②に対
応） 

22.コメント 

①教科書や参考文献で予習・復習をしてください。 
②総括試験は、15 回目の授業で実施します。 
③出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
④全出席による、加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了後又は、E メールにより対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
オリエンテーション/授業計画・評価・資格取得の解
説  

2 

 
3-2.授業内容 
旅行業法の概要（旅行業約款、各種運賃・料金とのか
かわり等） 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

3 旅行業法（登録制度） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

4 旅行業法（営業保証金制度） 
理解度確認テスト① 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

5 旅行業法（旅行業務取扱管理者、旅行業務取扱料金） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
6 旅行業法（外務員、広告表示等誇大広告の禁止） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 



7 旅行業法（旅程管理） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
8 理解度確認テスト② 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

9 
旅行業法（受託契約、旅行業者代理業、禁止行為。登
録の取消等） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

10 旅行業法（旅行業協会/役割） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
11 旅行業法（旅行業協会/取決め） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
12 旅行業法（雑則/罰則） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
13 理解度確認テスト③ 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
14 重要ポイント演習（旅行業者と旅行業協会等） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
15 総括試験/まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2212-
Y01 

2.科目名 特殊講義Ⅴ 空港業務論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 基幹科
目 専攻コア 

6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 
2 年⽣または 3 年⽣
（2019 年入学、2020
年入学） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 エアラインビジネスまたは航空ビジネス論 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

航空産業論を基盤とし、エアラインにおける業務について、具体的なオペレーション上の内
容とポイントについて学習し、またその意義について理解する。また、具体的な内容を踏ま
え、どのような人材が求められるのか、エアラインを通してサービス・ホスピタリティ産業
に求められる人材像を考察する。 
具体的には、販売・予約部門から空港における旅客運送、貨物運送、運航とエアラインのオ
ペレーションに沿って、具体的な業務を学習し、その上で各オペレーションにおいて共通し
て求められる点を整理して理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(3)多様性理解】【(4)問題発見・解決
力】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連しています。 
空港業務の学習目標は、以下のとおりです。 
①エアライン業界を全般的に理解し、一方でその多様性が特徴となるサービス部分に焦点を
あわせ、エアラインの業務の構成やサービスに必要な要素について述べることが出来る。 
②エアラインを通じて、サービス・ホスピタリティ産業全体に亘る必要なポイントを理解
し、その特徴を述べることが出来る。 
③講義の内容を踏まえ、自身の適正を見極める中、グローバル人財についての関心・意欲を
高めキャリアプランを描くことが出来る。 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 エアラインオペレーション入門 発行：株式会社ぎょうせい 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・4０点 （講義に出席し、配布する
資料に要点を記入する。毎回、課題に対して自分の考えを記述し、提出する。）※学習目標
①、②、③に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する。）※学習目標①、②、③に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通して航空会社のオペレーションのポイントを理
解し、考察することができる）※学習目標①、②、③に対応 

22.コメント 

空港業務では、エアラインビジネスにおいて学んだ航空業界のビジネスの仕組みを基盤とし
て、空港などにおける航空会社のオペレーションを学びます。尚、航空実務では航空会社の
経営戦略を学びます。履修する学⽣の皆さんの質問を歓迎します。日頃より観光や航空関係
の報道を興味をもって履修してください。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１回】
  
 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第２回】
  
 

講義【空港運送事業の特性】 
一機の航空機が飛ぶために様々な業務の役割と専門性
が求められている。航空会社の様々な部署を知る 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 

講義【エアラインの提供するサービスⅠ 保安・安
全】 
公共交通機関であるエアラインは、安全運航のために
どのような取り組みをしているのかなど、保安と安全
の重要性を認識する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 

講義【エアラインの提供するサービスⅡ 定時・快
適・利便の追求】 
顧客が求めるサービス品質を理解し、専門的な業務に
より高い品質を提供することが求められている。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義【エアラインの業務Ⅰ 販売・予約部門】 
エアラインと顧客を結ぶ部門が提供しているサービス
について理解する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 
講義【運航①（運航業務）：運航乗務員の業務】 
飛行機はどうして飛ぶのか？運航乗務員が顧客に行う
サービスとは何かなどについて理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義【運航②（整備業務）：整備士の業務】 
航空機の整備の種類や求められる安全上の役割などに
ついて理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 

講義【運航③（運航管理）：オペレーションサポー業
務】 
気象情報など航空機の運航に欠かせない情報の提供な
どの業務について理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 

講義【運航④（客室サービス）：客室乗務員の業務】 
客室乗務員の業務は多岐に渡り、顧客の目に触れるの
はほんの一部分である。客室乗務員が航空機に搭乗す
る意義を捉えなおす。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義【機内サービスを支える様々な仕事】 
ケータリング（機内食）など、快適なフライトを支え
る部署の役割について理解する。 
第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義【空港サービス① グランドハンドリングの業
務】 
空港で、お客様から見えない場面で業務を実施するオ
ペレーションを支えるグランドハンドリング業務を理
解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義【空港サービス② グランドスタッフの業務 】. 
空港の様々な場面において、お客様の旅のお手伝いを
するグランドスタッフの業務を理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義【空港サービス③ 貨物部門】 
貨物関連のサービスおよびオペレーションをとりあげ

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 



る。 

【第１４
回】 

講義【エアラインのグローバル人財マネジメント戦
略】 
人財マネジメントの目的を理解し、グローバルに進化
し続けるエアラインが求める人材像を探る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１５
回】 

講義【エアラインのオペレーション】 
エアラインのオペレーション全体を振り返り、重要な
ポイントを整理する。 
第 3 回小確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2213-
Y01 

2.科目名 特殊講義（６） 日本人論を読む 3.単位数 2 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業は、学⽣が自分の経験に即して、個人と集団の関係について意識的に考えることを
目的とします。日本社会はしばしば個人よりも集団を優先する「集団主義」であるといわれ
ます。ここでは著名な「日本人論」「日本文化論」の著作を紹介していきますが、テクスト
を読みながら、それが自分の身近な現実の経験にどの程度当てはまるのか、考えてみてくだ
さい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の 2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。3.多様な価値観
を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。S1.修得した知識・技能を
通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力。S2.社会や文化について科学的に理解す
る力。の学修に関連しています。 
①授業で取り上げられた問題と議論の内容を理解し、それを文章によって表現できる。 
②これに対する自分の意見を表明できる。 
③主体的、批判的な思考態度を身につける。 

19.教科書・教材 毎回資料を配布し、WebClass 上で公開します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 授業の中で適宜紹介します。 

21.成績評価 
総括試験（学期末）50 点（学習目標①に対応） 小レポート（毎回 WebClass から提出）
50 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント 
できれば毎日、新聞などに目を通して、世の中で起こっていることに関心を持ってくださ
い。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：水曜 2 限目 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 講義の趣旨 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 2 回】 『菊と刀』（１） 上下関係 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 3 回】 『菊と刀』（２） 罪と恥 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で



公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 4 回】 文化相対主義について 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 5 回】 『タテ社会の人間関係』（１） 集団の一体感 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 6 回】 
『タテ社会の人間関係』（２） タテの関係とヨコの
関係 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 7 回】 『「甘え」の構造』（１）甘えの概念 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 8 回】 『「甘え」の構造』（２） 甘えと自由 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 9 回】 『「甘え」の構造』（３） 「甘えは日本独特」か？ 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 10 回】 『人と人との間』（１） 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 11 回】 『人と人との間』（２） 人称代名詞と自己意識 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で



公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 12 回】 『世間とは何か』 『日本社会で⽣きるということ』 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 13 回】 『日本人は「日本的」か』 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：資料を事前に WebClass で
公開しているので、目を通しておいてくださ
い。 

【第 14 回】 「日本人論」のはらむ問題 

課題：小レポートを授業終了後 WebClass
で提出してください。復習：授業ノートを整
理し、わからないところがないか確認してく
ださい。予習：これまでの授業の内容を確認
しておいてください。 

【第 15 回】 まとめと振り返り、総括試験 
復習：これまでの授業を振り返ってみてくだ
さい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2214-
Y01 

2.科目名 特殊講義Ⅶ 仕事とキャリアⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
人間学総合教育科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義＆グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では個人ワークやグループワークを用いて、職業や仕事に関する知識を広げていく
とともに、自分の性格や価値観を客観的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画
を⽴てていきます。 
みなさんの視野をひろげたり、視点を変えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを
見ていきます。第２部では、自分の特性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせ
る職業は何か、その仕事をするためには今後どのような知識や技能を身につけなければなら
ないのかを考え、短期的・中期的な計画を作成します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 教育・福祉に関する仕事及び、その他のさまざまな職業や業界について、興味を持つこ
とができる。       
② キャリア教育の一科目であることを自覚し、個人、グループ、クラス全体の学習活動を
遂行することができる。 
③ 自分の性格や価値観を客観的に把握し、将来のキャリア像を実現するための具体的な計
画をたてることができる。 

19.教科書・教材 教材は適時配布します 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ19』成美堂出版 2017.5 
２）日本経済新聞社編「働くということ」日本経済新聞社 2006.9 
３）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2018 年版』 
４）NHK「あしたをつかめ」制作班・編「NHK あしたをつかめ『平成若者仕事図鑑』」
2005.8 
５）NHK「あしたをつかめ」制作班・編「NHK あしたをつかめ『平成若者仕事図鑑
（２）』」2008.3 
６）NHK「あしたをつかめ」制作班・編「NHK あしたをつかめ『平成若者仕事図鑑
（３）』」2009.2 
７）渡邉幸義「『未 

21.成績評価 

■ワークシート    60% 
■ ラーニングルートマップ 10% 
■自己 PR 文  10% 
■最終課題 自己アピールプレゼンテーション資料（パワーポイント）と発表原稿  20% 

22.コメント 

〇しっかり出席している人が損をしないように配慮します。   
      
〇PC を使用します。（事前に、お知らせします。）     
〇自分の進むべき道を決めるのは自分自身です。そのための、参考になると思いますよ。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
キャリアへの準備〜視野を広げよう、意識を高めよう
〜 1 

〇 今日見たＤＶＤを参考にして、様々な職
業について考えてみよう。 120 分 



■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ DVD を視聴して、ある職業に従事する若者の意識
や仕事の内容を理解する。 
■ t 多様な職業があることを知り、興味関心を持った
特定の職業について調べる。 
 

〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜視野を広げよう、意識を高めよう
〜 2  
■ 特定の職業について関心を持ち、調べる。  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
      
 

〇  新聞や雑誌、インターネット情報から職
業分類について検索し、どのような分類方法
があるのかを理解する。 60 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフステージから職業を考える〜 
   
■ 職業を様々な観点から分類し、それぞれにどのよ
うな特徴があるのかを考える。  
     
     
   
■ 現代社会では、会社のみならず、教育・保育・福
祉現場においても、組織の中に身を置いて仕事をする
ことが多い。組織の中にはどのような仕事があり、ど
のような役割があるのかを理解する。  
      
 

〇 テキスト&ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜時間軸で仕事をとらえる〜  
   
■ 会社をはじめとして学校や施設においても、多く
の組織では仕事に流れがある。1 日、1 週間、1 年間
の流れを通して組織の中での仕事を理解する。 
  
■ 一般的なライフステージを理解し、自分自身の未
来予想図を描いてみる。   
     
     
  
       
     
     
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト検索等からワーク・ライフ・バランスとは
何か、問題点や国の施策、企業の事例等を調
べ、内容を理解する。 60 分 

第 5 回 

業界研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 同じような商品を扱ったり、同じような事業を行
っている企業の集まりは業界と呼ばれている。教育・
保育・福祉のみならず、世の中にどのような業界があ
るのか、またある特定の業界の中身を詳しく調べる方
法を理解する。  

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報等から、業界の分類について調べると
ともに、いくつかの業界に関する現状や将来
予測について調べ、内容を理解する。 60
分 



■ ある特定の業界に絞って、業界の特徴を調べてみ
る。 
 

第 6 回 

業界研究 2 〜経営分析で見えてくる業界像〜 
   
■ 各業界での個別の会社や小学校、こども園、保育
所、福祉事業所などの事業内容、経営方針、財政の状
況、などを分析する方法を知る。  
     
   
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業の会社や小学
校、こども園、保育所、福祉事業所などを分析し、比
較してみる。 
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄（売上高や利益は企業の何を
示しているのかなど）について整理する。  
60 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組、インターネット
情報等から、業種が似ている業界の経営理念
や会計情報を調べて比較してみる。また、そ
の業界の「安全」に関する考えや活動につい
ても調べてみよう。  60 分 

第 7 回 

時代の流れ・環境・トレンド分析 
〜時代や環境が変われば企業も変わる〜  
■ 会社や小学校、こども園、保育所、福祉事業所な
どの強み／弱み／機会／脅威を調べる方法とその意義
を理解する。    
     
      
■ 会社や小学校、こども園、保育所、福祉事業所な
ど各業界の外的要因を予測して、将来のシナリオを描
いてみる。 
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から時代の変
化に関する話題について内容を調べ、理解す
る。 60 分 

第 8 回 

マナー研修 
■インターンシップや実習など、学外学習プログラム
を受講するうえで、必要なマナーの知識を演習を踏ま
えて、トレーニングする。 

〇マナー研修で学修した内容を、授業以外の
場（大学、家庭やアルバイト先など）で、都
度、実践してみる。  180 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 9 回 

性格分析と価値観分析〜性格と価値観から将来の方向
を想像する〜 
■ 5 因子性格検査法を使って自分の性格を知る。 
  
■ 価値観分析法を使って自分の価値観を知る。 
  
■ 性格と価値観から、職業を考えてみる。 
    
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 タイプを念頭に置きながら、職業分類を
検索し、そのタイプどのような仕事に⽣かさ
るのかを考える。 60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
  
■ マインドマップを使って、自分自身をさらに掘り
下げる。 
■ これまでにどのようなキャリアを積んできたのか
を考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。      
■ 自分の将来の目標（本質的な目標）を考える。 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 work sheet を参考に自分のやりたい職業
をいったん決め、プレゼンテーション資料に
まとめる。 60 分 



  
※最終課題について説明します。早めに作成していき
ましょう。 
課題：「自己アピールプレゼンテーション資料の作
成」 

第 11 回 

強み／弱みを知って新たな自分になる〜目標と今のギ
ャップを埋める〜 １ 
■ 自分の将来の目標をいったん確定する。 
■ 大学での学びを整理して、目標に対する自分の強
み／弱みを把握する。 
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学習した事柄について整理する。 60 分 
〇 自分の強み/弱みと、やりたい職業との関
係について考え、プレゼンテーション資料に
追加する。 60 分 

第 12 回 

強み／弱みを知って新たな自分になる〜目標と今のギ
ャップを埋める〜 ２ 
■ 目標を達成するためにどのような活動が必要にな
るのかを考える。 
※これまでの経験と、強み／弱みの分析から、現時点
での自己 PR 文を作成します（宿題）。 
※書く内容に困った人は、基礎演習で配付した自己
PR ツールを再読し、学修や体験の成果を e-portfolio 
に投稿しましょう。 

〇自己 PR 600〜800 字を作成をする。  
60 分 
〇 強み/弱みを今後どのような方法で訓練し
ていくかをプレゼンテーション資料に追加す
る。  60 分 

第 13 回 

キャリア・アップ計画〜夢に形を、日付を！〜 
■ 将来の目標に向けて実現可能な計画をたてる。 
  
■ステップ表にもとづいて、learning route map（ラ
ーニング・ルートマップ）を点検し、追加訂正や加筆
を行い、卒業までの⻑期計画を策定する。 

〇learning route map の修正を完成させ
る。 60 分 
〇 キャリアアップ計画をプレゼンテーショ
ン資料に追加する。 60 分 
 

第 14 回 

自己アピール−１ 
■これまでの学習を再構成し、自己アピールプレゼン
テーション資料（パワーポイント）と読み原稿を作成
する。 
■グループ内でプレゼンテーションを行う。 

ノート PC 必要 
〇プレゼンテーション資料と読み原稿を完成
させる。  240 分 

第 15 回 

自己アピール−２    
      
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションを発表
する。 
■ 振り返り     
■授業アンケート 

ノート PC 持参 
〇 もう一度テキスト& 
ワークシート等の全体を読み返し、この授業
で学修した事柄について総括する。 180 分 
〇 プレゼンテーション資料と読み原稿を見
直し必要な修正を加えて、e-portfolio に投
稿する。 60 分 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2216-
Y01 

2.科目名 
特殊講義Ⅸ ホスピタリティマネジメント
（1/2） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 市谷敏 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義を中心とする 
16.履修制限 履修者数は最大 40 名が望ましい。 

17.授業の目的と概要 

[目的]  
 1) ホスピタリティの歴史的意味を把握した上で、 
2) ホスピタリティという用語の現代の使用法およびその曖昧性を十分認識し注意を払いな
がら、 
3) ビジネスの場でのホスピタリティの関りについて学び、「ホスピタリティ」および「ホス
ピタリティマネジメント」の今日的意味を観光業との関連の中で捉えることを授業の目的と
します。 
その理由は、「ホスピタリティ」および「ホスピタリティマネジメント」という言葉はビジ
ネス用語として社会で多用されるようになってきましたが、残念な事実として両者共に統一
された定義が 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標は： 
1) 「Hospitality」および「ホスピタリティ」の歴史的な意味を理解し説明できる。 
2) 「ホスピタリティ」、「サービス」、「おもてなし」などの言葉が、現在どのように理解さ
れビジネス現場で発現されているのかを知ることにより、それぞれの境界の曖昧性を把握し
た上で、それらの異同を整理して説明できるようになる。 
3) 観光業界での商品としての「ホスピタリティ」の質には、従事する従業員の性格が影響
することを説明でき、自らのキャリア形成の参考にすることができるようになる、こと。 
こうした学習のプロセスを通し、本学の DP「多様な文化や背景を理解し受入れる能力（多
様性理解）」および「専門的知識・技術の活用力」の涵養と促進を図ります。 

19.教科書・教材 
教科書は使用しない。 
講師が参考図書を基本に選別/編集した資料を使用する。 

20.参考文献 

・寺澤 朝子（2021) 「ホテル・ホスピタリティの探求」五絃舎 
・徳江 順一郎（2018) 「ホスピタリティ・マネジメント」同文館出版 
・武内一良 (2007) 「観光業界におけるホスピタリティの理論的考察」観光ホスピタリティ
教育第２号 
・前田 勇 (2006)  「ホスピタリティと観光事業」観光教育ホスピタリティ第１号 
・WANG WENJUAN (2004) 「ホスピタリティ概念の受容と変容」広島大学マネジメント学
会 
・山口  一美 (2006) 「ホスピタリティ・マネジメントへの一考察」⽴教大学 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りとする。 
授業内での確認テスト①と小テスト          30％（学習目標(1)に対応） 
授業内での確認テスト②と小テスト       30％（学習目標(2)に対応） 
第 15 回授業内での確認テストと小テスト  40％（学習目標(1)(2)(3)に対応） 
（注１）シラバス上には確認テストの予定が示されているが、進捗状況によっては実施日が
変更されることがある。変更の場合は、その 1 回前の授業で告知する。 
（注２）テストに提出要件および期限が設定される場合は、それらを満たすこと 



22.コメント 

・授業中に小テストを行う場合があるので、授業には毎回出席すること。 
・学習用資料は論文と英文をベースにするため、文章の理解には数時間の予習が必要とな
る。文章の日本語や英語のレベルは高い。 
・シラバスは、授業の進捗状況に応じて変更する。 

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

第１回 
[第１回] 講義ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ  
・本授業の目標・目的・内容等について） 
・ 講師自己紹介 

予習の必要はありません。 
PC は毎回持参してください。 

第２回 

[第２回]  
ディスカッションと講義： 
・ホスピタリティマネジメントとホスピタリティ産業
について 

?「service」?「おもてなし」?
「courtesy」?「愛」などの概念をどのよう
に理解しているのかを 400 字程度にまとめ
ておくこと。 
 

第３回 

[第３回]  
ホスピタリティの意味範囲とその特性 I 
・「Ｈospitality」と「ホスピタリティ」は違う？ 
・これまでのホスピタリティ研究の問題点 
・あなたにもホスピタリティはあるのか？ 
 （ホスピタリティは本能？） 

Hospitality の原義を探ると共に、そもそも
ホスピタリティは万人に備わっている者なの
かどうかに迫っていきます。「ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄ I」の資料を必ず読んでおくこと。 

第４回 

[第４回]  
ホスピタリティの意味範囲とその特性 II 
・観光業界におけるホスピタリティ 
・サービスとホスピタリティ 

学習資料は内容がやや複雑であるので良く読
み返しておくこと。 

第５回 

[第５回] 
①ホスピタリティの意味範囲とその特性 III 
・行動規範としての「ホスピタリティ」 
・ビジネス用語としての「ホスピタリティ」 
②確認テスト 
 

①学習資料をよく予習しておくこと。  
②授業後半に確認テストを行います。 

第６回 

[第６回]  
ホスピタリティ概念の日本での解釈とその変化 I 
・「ホスピタリティー」から「ホスピタリティ」へ 
・Hospitality から「ホスピタリティ」へ 
 

Hospitality という外来語がどのように日本
に受け入れられ、変化しているかを探りま
す。学習資料をよく予習しておくこと。 

第７回 

[第７回] 
ホスピタリティ概念の日本での解釈とその変化 II  
・ビジネス用語からの一般化 
・「機能的サービス」と「情緒的サービス」 

学習資料をよく予習しておくこと。 

第８回 

[第８回]  
ホスピタリティとパーソナリティ I 
・ホスピタリティマネジメントのはじまり 
・ホスピタリティの定義とサービスの定義 
 

学習資料をよく予習しておくこと。 

第９回 [第９回」 
前半の復習と確認テスト② 

ホスピタリティの概念や意味をどのようにと
らえておけば良いのかを復習しておくこと。 

第 10 回 [第１０回]  どのようなパーソナリティを持つ者がホスピ



ホスピタリティとパーソナリティ II 
・ホスピタリティ産業とサービス産業 
・ホスピタリティの特性 
 

タリティを発揮できるのかを探ります。学習
資料を予習しておくこと。 

第 11 回 

[第 11 回]  
ホスピタリティへとパーソナリティ III 
・ホスピタリティを発現できる性格とは 
・各性格はホスピタリティにどのように関わるのか 

学習資料をよく予習しておくこと。 

第 12 回 

[第 12 回]  
事例研究とディスカッション 
・あなたならどのように対応したでしょうか 
（ビジネス現場でサービスとホスピタリティはどのよ
うに評価されるか） 
 

会員制ホテルグループで起こった顧客とスタ
ッフの物語をコマーシャルホスピタリティの
視点からどのように評価すべきか。 

第 13 回 

[第 13 回] 
The Essence of Hospitality and Service I 
アメリカのビジネス現場でのホスピタリティとサービ
スの捉え方 
・The Meaning of Service 
・The Meaning of Hospitality 

英語でビジネス現場での hospitality と
service の捉え方の差異を探ります。資料は
英文なので時間を掛けて予習しておくこと。 

第 14 回 

[第 14 回] 
The Essence of Hospitality and Service II 
・The Intersection of Hospitality and Service 
・What Is the Difference Between Hospitality and 
Service 

学習資料の予習/復習を怠らないように。 

第 15 回 
[第 15 回] 
・本講義全体のまとめ 
・確認テスト 

最終の確認テストを行います。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2216-
Y02 

2.科目名 
特殊講義（９） ⽣物相の多様性と個々の種
の⽣態的位置づけ 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉岡英二 

5.授業科目の区分 専門共通科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

都市環境での複数の⽣物相について、その多様性と⽣態に実際に触れることを通じて、都会
でもさまざまな⽣物の活動があることを理解する。 
1．市街地での昆虫の採集とその変化・多様性について調査すること。（8 回程度) 
2．都市の河川環境の⽣物相の構成を調査すること。（3 回程度) 
3．人工海岸の⽣物相で採集を行い、構成する種について調べること。(1 回) 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「S1．修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力。」および「S2.社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連す
る。 
この授業を受講することにより、①河川・海岸の⽣物相の特徴と多様性を実感し、②個々の
種の⽣態学上および分類学上の位置づけと特性・特徴について理解する。また、③学名の意
義を理解し、同定に必要な手続きを理解し適切な同定を行うことができる。 

19.教科書・教材 採集されるい⽣き物が教科書 
20.参考文献  

21.成績評価 

毎回標本を調べてレポートを作成する。その際に、同定の適切さと図鑑等との照合について
指導したうえでレポートを受領する。 
それらのレポートをまとめて、提示する分類階層の中に整理し、どのような⽣物を採集した
のかについて総括したものを提出する。 
各回のレポート(学習目標②③に関連 50％），および総括レポート(学習目標①②③に関連
50％) 

22.コメント 
さまざまな場所に出向いて採集するので、服装や靴などについて不都合のないものを用意す
ること。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 3 限目 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業の流れ，授業目的と機材等の解説 
採集の試行とレポートの試行 

自宅の近くで見られる環境においても、どの
ようなものが⽣息しているか興味を持って観
察すること。 

【第 2 回】 
標本を同定する：同定する意義と手続きおよび標本を
保存することの意義，ラベルの必要性など 

身近な⽣物について、それぞれ学名が与えら
れていることを理解し、確認すること。 

【第 3 回】 
主として膜翅目昆虫の採集を目的とした調査および同
定 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 4 回】 
主として鱗翅目昆虫（蝶）の採集を目的とした調査お
よび同定 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 5 回】 
昆虫の採集を目的とした調査および同定 
第 3 回・第 4 回に採集されなかった昆虫を採集する
ことを目標とする 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 6 回】 昆虫の採集を目的とした調査および同定 採集した昆虫などについて、その学名のラテ



第 3 回から第 5 回に採集されなかった昆虫を採集す
ることを目標とする 

ン語の意味を調べること。 

【第 7 回】 
昆虫の採集を目的とした調査および同定 
第 3 回から第 6 回に採集されなかった昆虫を採集す
ることを目標とする 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 8 回】 
昆虫の採集を目的とした調査および同定 
第 3 回から第 7 回に採集されなかった昆虫を採集す
ることを目標とする 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 9 回】 
昆虫の採集を目的とした調査および同定 
第 3 回から第 8 回に採集されなかった昆虫を採集す
ることを目標とする 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 10 回】 
河川での調査・採集および標本作成（おもに魚類）お
もにフィールドワーク 
植物の同定 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 11 回】 
魚類の同定 
河川での調査・採集および?葉標本作成（植物）フィ
ールドワークを含む 

採集した昆虫などについて、その学名のラテ
ン語の意味を調べること。 

【第 12 回】 採集および標本の作製と保存 授業外で採集した⽣物についても持ち寄って
確認することが望ましい。 

【第 13 回】 標本の同定の確認 
授業外で採集した⽣物についても持ち寄って
確認することが望ましい。 

【第 14 回】 
人工海岸の⽣物相の調査および同定・フィールドワー
ク 

授業外で採集した⽣物についても持ち寄って
確認することが望ましい。 

【第 15 回】 総括およびレポート作成  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2217-
Y01 

2.科目名 特殊講義Ⅹ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑、高根沢均、吉田誠 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 特に制限はありません。 9.履修学年 1〜4 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 最大 15 名まで。 
履修に際しては事前説明会に参加し、科目担当教員に相談すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目の目的は、NTTDocomo 社とのＰＢＬ連携授業を通じて、先端技術を活用した神⼾市
の観光コンテンツの企画提案に取り組み、課題発見・解決の手法を身につけるとともに、Ｄ
X を活かした観光資源の活用方法を学ぶことにあります。 
【概要】 
コロナ禍で多大な影響を受けた観光分野では、さまざまな先端技術による DX の試みが進
み、新しい観光価値の追及が始まっています。今回の授業では、NTT Docomo 社と連携
し、さまざまな先端技術を活用した新しい神⼾の観光コンテンツの企画提案に取り組みま
す。連携先の企業か 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP と関連しています。 
（１）自⽴的で主体的な態度（自律性） 
（２） 社会に能動的に貢献する姿勢 （社会的貢献性） 
（４）問題発見・解決力 
（６） 専門的知識・技能の活用力 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
②課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補うた
めの主体的学習ができる。 
③観光分野における DX のメリットとデメリットについて説明できる。 
④DX を活かした新しい観光価値を考案できる。 
⑤創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 授業内で指示する。 

21.成績評価 
個人調査の成果物：３0％ ・・・学習目標①②③ 
中間報告の発表：30％  ・・・学習目標④⑤ 
最終報告の発表：40％  ・・・学習目標④⑤ 

22.コメント 

企業および自治体と連携して行う授業ですので、実社会の課題や現実の壁にぶつかりなが
ら、それを創意工夫で乗り越えていくことが求められます。真剣かつ活発に取り組むことで
充実した経験が得られるはずです。自分の力を試したい、成⻑のチャンスをつかみたい、と
いう人はぜひチャレンジしてみてください。 
※履修条件：事前説明会に参加し、内容をよく理解すること。 
※授業時間：連携先の都合も踏まえて変則的な授業日程となります。また、土日に打ち合わ
せやフィールドワークが入ることもあります。 
※費用負担：神⼾市内の交通費等が発⽣することがあります（実費）。 



23.オフィスアワー 
李容淑  
吉田誠  
高根沢均 個人研究室：木曜 5 限、学修支援センター：金曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
①授業概要の説明：本授業の目標・内容・評定算出の
方法・授業日程と進め方の確認、受講上の留意点など 
②グループ分け：２〜３グループに分かれてアイスブ
レイク 
③ミニ講義：アイディアを⽣み出す考え方（発想法・
デザイン思考 etc.) 

予習：デザイン思考および発想法について調
べてみる。 

第 2 回 

【キックオフミーティング】 
①NTT Docomo 社より今回の課題について説明 
②質疑応答 
③グループごとにブレインストーミング 
 ※①について情報共有と自由なアイディア出し 
 ※スーツ着用 

予習：神⼾市の観光の課題について調べてく
る。 
復習：デザイン思考と発想法のさまざまな手
法について調べて練習する（今後継続的
に）。 

第 3 回 

【対象地域の調査（１）】 
①各自の調査報告 
②調査内容に関する質疑 
③深掘り調査の準備 

予習：神⼾市の対象地域の特⾊について調べ
てくる。 
復習：先端技術と観光の取り組みについて調
べる。 

第 4 回 

【対象地域の調査（２）】 
①各自の調査報告 
②調査内容に関する質疑 
③現地調査の準備：調査ルートの設定、必要な情報や
調査内容の決定、調査票の設計 

予習：対象地域の観光の課題について調べて
くる。 
復習：調査内容に対応する調査手法について
調べる。 

第 5 回 
【対象地域の調査（３）】 
現地フィールドワーク調査 
 

予習：現地調査の手法について確認してお
く。 
復習：対象地域の調査内容について文献やネ
ットで情報を集める。 

第 6 回 

【課題の分析・共有】 
①NTT Docomo 社より観光 DX 事例について解説 
②対象地域の課題について発表・分析 
③NTT の方にも入ってもらってグループでブレスト 
④気づきと課題の共有 
（※第 6〜7 回は同日にまとめて実施） 

個人課題①：対象地域の調査分析の結果をま
とめる。 
予習：観光 DX について調べておく。 
 

第 7 回 

【課題の分析・共有】 
①NTT Docomo 社より観光 DX 事例について解説 
②対象地域の課題について発表・分析 
③NTT の方にも入ってもらってグループでブレスト 
④気づきと課題の共有 
（※第 6〜７回は同日にまとめて実施） 

個人課題①：対象地域の調査分析の結果をま
とめる。 
予習：観光 DX について調べておく。 

第 8 回 
【アイディア原案の作成（１）】 
※グループごとに作業 
 

予習：デジタル技術について幅広く調べてく
る。 
復習：合同授業で指摘された点について再度
調査・検討をする。 

第 9 回 【アイディア原案の作成（２）】 予習：デジタル技術について幅広く調べてく



※グループごとに作業 
 

る。 
復習：合同授業で指摘された点について再度
調査・検討をする。 

第 10 回 

【中間報告会】 
①アイディア原案を発表する 
②NTT Docomo 社、神⼾市からコメントをいただく 
③ビジネスモデル化について解説⇒グループワーク 
（※第１０〜１１回は同日にまとめて実施） 

グループ課題（中間発表）：アイディア原案
をまとめてくる。 
 

第 11 回 

【中間報告会】 
①アイディア原案を発表する 
②NTT Docomo 社、神⼾市からコメントをいただく 
③ビジネスモデル化について解説⇒グループワーク 
（※第１０〜１１回は同日にまとめて実施） 

グループ課題（中間発表）：アイディア原案
をまとめてくる。 

第 12 回 
【最終提案の作成（2）】 
※グループごとに作業 

予備発表会でのコメントを振り返り、不足す
る情報を集める。 

第 13 回 
【最終提案の作成（3）】 
※グループごとに作業 

予備発表会でのコメントを振り返り、不足す
る情報を集める。 

第 14 回 【最終提案の作成（4）】 
※グループごとに作業 

予備発表会でのコメントを振り返り、実現可
能性を踏まえた提案をまとめる 

第 15 回 

【最終発表会】 
①各グループでまとめた最終アイディアを発表する。 
②NTT Docomo 社、神⼾市より講評 
※岡山大学との共同発表会を予定 

最終提案をまとめてくる。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2220-
Y01 

2.科目名 観光学特別演習（エアライン特別演習Ⅰ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 樫本則子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 「航空産業論」を併せて履修することが望
ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
グループワーク 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ホスピたちティについて多角的な視点で捉えて学習していきます。 
自信の感性を磨き、良好な人間関係の形成を目指します。 
ホスピタリティの行動力を高め、自己成⻑を目指します。 
航空業界を含め、優れたホスピタリティ産業の理念や行動の特徴について学ぶびます。 
ホスピタリティ実践に必要なコミュニケーションスキルやマナーについて学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性（４）問題発見・解決力
（５）コミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①ホスピタリティの歴史や文化について理解し、説明ができる。 
②ホスピタリティやサービスについての概念や定義を理解し、説明ができる。 
③ホスピタリティ産業の経営理念や行動を評価できる視点を身につける。 
④ホスピタリティマインドを実践するためのコミュニケーションスキルやマナーを身につけ
る。 
⑤自身の⽣活においてホスピタリティマインドの実践ができるようになる。 

19.教科書・教材 
テキストは理論編・実践編・企業研究参考資料などを配布します。 
その他適宜、関連資料を配布します。 
（特に教科書は使用しません） 

20.参考文献 
ホスピタリティ学のすすめ / 服部勝人 / 丸善株式会社 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①学期末試験・・・・40 点【学習目標①〜⑤に対応】 
②確認試験 ・・・・20 点【学習目標①②に対応】 
③レポート ・・・・20 点【学習目標②③に対応】 
④グループワークおよび発表 ・・・・20 点【学習目標④⑤に対応】 
 

22.コメント 

ホスピタリティの目的は相手の⽴場を尊重し、愉快に、温かく、優しくもてなす心を行動に
示すこと 
です。その基本となる挨拶・言葉遣い・態度・身だしなみなどのマナーを受講に際しても実
践していきましょう。 
また遅刻や欠席をせず、提出物の期限厳守んどの時間の管理も行いましょう。 
個人で講義を受けるだけでなく、グループワーク等ではチームワークも発揮しましょう。 

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

第 1 回 
【オリエンテーション】 
  学習内容・講義の進め方・留意点・評価方法 

ホスピタリティを受講する理由と将来の進路
選択いついて 



考えをまとめておくこと。 

第 2 回 
ホスピタリティ理論１ 
  ホスピタリティの起源 
 

テキストの「ホスピタリティの起源」につい
て復習し、理解しておくこと。 

第 3 回 
ホスピタリティ理論２ 
  ホスピタリティの歴史と文化（⻄洋） 

テキストの「キリスト教、イスラム教におけ
るホスピタリティ」について理解しておくこ
と。 

第 4 回 
ホスピタリティ理論３ 
  ホスピタリティの歴史と文化（東洋・日本） 

テキストの「儒教におけるホスピタリティ」
「日本のおもてなしについての歴史、各階
層、時代においての特徴」について理解して
おくこと。 

第 5 回 
ホスピタリティ理論４ 
  ホスピタリティとサービス 

テキストの「ホスピタリティマインドの定
義」について理解しておくこと。 

第 6 回 ホスピタリティサービス編① 
  顧客心理 （お客様はなぜ買うのか） 

テキストの「ホスピタリティとサービスの違
い」について 
理解し、課題を完成させること。 

第 7 回 
ホスピタリティサービス編② 
  ホスピタリティの提供 
  さまざまな応対 （応対の技術） 

テキストの「顧客心理」について理解してお
くこと。 

第 8 回 ホスピタリティサービス編③ 
  トータルサービス （お客様の区分） 

接客場面で起きる様々な事例を考えておくこ
と。 
自分自身が顧客となる場合の 
心理を考えておくこと。 

第 9 回 

ホスピタリティ実践１ 
  接客の基本 
  グループワークと発表 
  実際のアルバイト体験から応対事例を考える 

今までのアルバイトの体験を思い出し、成功
事例と失敗例を挙げてみること。 

第 10 回 
ホスピタリティ実践２ 
  航空会社ＧＳにおけるホスピタリティ 

ホスピタリティ実践いｎ必要な能力やスキル
とはどのようなものかまとめておくこと。 

第 11 回 
ホスピタリティ実践３ 
  航空会社ＣＡにおけるホスピタリティ 

航空会社のサービス職のホスピタリティを理
解し、利用する側から体験を思い出す。 

第 12 回 
ホスピタリティ実践４ 
  世界の空港  
  空港運営に関するホスピタリティ 

テキストの内容を理解し、空港に必要な要素
を考えておくこと。 

第 13 回 
ホスピタリティ実践５ 
  コミュニケーションの 5 原則 
    ⽴居振舞・仕草・態度に関して 

テキストの内容を理解しておくこと。 

第 14 回 
ホスピタリティ実践６ 
  言葉遣いと敬語 

配布したワークシートを完成しておくこと。 

第 15 回 期末試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CC2301-
Y01 

2.科目名 観光学特別演習（エアライン特別実習Ⅰ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 町田都 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

現役の客室乗務員（ＣＡ）による講義と実習を通して、エアラインの現状や必要なスキルを
学び、更に人間力の向上を目指していきます。 
具体的には、下記の内容を習得することを目的とします。 
・航空機の機内という特殊な環境に関する理解を深め、保安要員である事の重要性と求めら
れる行動や人材像に関する基本を習得します。 
・航空業界において他社との差別化で重要なサービス要員という⽴場に関して、あらゆる角
度から顧客のニーズを追求するその基本及び応用となる考え方を習得します。 
・客室乗務員としての仕事は他部署との連携も必須で 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(1)自律性】【(3)多様性理解】【(5)コミ
ュニケーションスキル】【K3.経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリテ
ィを備え、自らを社会に役⽴てようとする】【K4.異なる価値観を理解し、自分の考えや日本
の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える】に関連しています。 
①航空業界における社会への責務とニーズを理解し説明する事ができる。 
②サービスの差別化の必要性、多様性を認識し多角的な視点で新たな価値創造を提案する事
ができる。 
③実務社会でも求められるコミュニケーションスキルと自己表現力の重要性を意識し実行す
る事ができる。 
④挑戦を臆せず、自発的に物事を考え、実践し、他者へ簡潔に発信する事ができる。 
⑤多角的な視点の重要性について理解し、チームワークの構築に貢献できる。 
 

19.教科書・教材 使用しません。適宜資料を提示、配布します。 
20.参考文献 特になし 

21.成績評価 

①授業参画度・・・５０点 （参画意識、自発性、積極的な意見交換や発言、授業態度） 
  【学習目標③、④、⑤に対応】 
②ディスカッション、シミュレーション・・・２０点 【学習目標③と④に対応】 
③実技試験・・・３０点 【学習目標①と②に対応】 

22.コメント 

エアライン実習という名の講義ですが、全体を通して就職活動を見据えた内容です。 
従って皆さんの「人間力の向上」に重きを置いた講義になります。 
実習を通して自己の表現力や協調性を養い、自己成⻑に繋げましょう。 
エアライン志望が絶対条件ではありません。 
周囲と助け合い、モチベーションを上げたい方は是非ご参加ください。 
大切なのは関心を持ち、一歩踏み出す勇気です。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で対応します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明します。 

 



【第２回】 
講義【航空業界の基礎知識と求める人材像】 
現在の航空業界の状況を理解し、求められるスキルや
人材像を考察します。 

予習:航空業界でどのようなスキルや人材が
求められているのか自身の考えを自由に記入 
復習:ノートの整理 

【第３回】 

講義【航空業界のコミュニケーションスキル】 
エアライン業界はただ飛行機を飛ばすだけではなく一
つのチームとして様々な部署（整備、グランドハンド
リングやケータリング等）が関わっており、連携を図
る事が日々の運航に大きく関連しています。機内に焦
点を当て、限られた環境の特殊性を理解し、それに伴
うコミュニケーションスキルの重要性について考えま
す。 

予習:質問を事前に提示するので自身で調べ
てノートに記入 
復習:ノートの整理、感じた事を追加で記入 

【第４回】 

講義【保安要員としての役割】 
公共交通機関としての責務である安全を実際どのよう
に維持し続けているのか、各航空会社の事象を基に航
空業界におけるリスクヘッジの重要性を認識します。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第５回】 

講義【サービス要員としての役割】 
機内という狭い空間でサービスの差別化をどのように
図っているのかを理解していきます。実際の具体例等
を参考に、顧客満足の最大化を図る為の重要点や様々
なサービスの在り方について考察します。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入  
 

【第６回】 

講義【航空業界のユニバーサルサービスとグローバル
コミュニケーション】 
現代社会で多様性やグローバリゼーションが進展した
事により、航空業界においても様々なサービス面にお
いて多様性が求められています。多様化する顧客に対
するニーズの対応方法を知り、課題や工夫点を洗い出
し考察します。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第７回】 

講義【自己理解（外面）】 
実務社会でも求められる基本的な外面性について学習
します。見た目、表情、⽴ち居振る舞い、言葉遣い等
あらゆる視点から第一印象の重要性について理解し、
航空業界のアピアランスとサービスの繋がりについて
認識し、実践力を身につけていきます。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第８回】 

講義【自己理解（内面）】 
自身の強みや弱み、組織力といった内面性を理解し、
客観視する事の大切さを学びます。自己分析を行うこ
とで自身の引き出しを増やし、他者へアウトプットし
ていくことで自己表現力の向上を目指します。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第９回】 

講義【航空業界における採用】 
航空業界における面接の基本と流れを理解し、企業研
究の方法、必要なスキル、ＥＳの書き方等担当教員の
実体験を基に今後必要なポイントを押さえます。ただ
就職活動だけで活かされるものではなく、客観的視点
で自己を表現していくスキルが現場のブランド力向上
に直結している事を踏まえて考察します。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第１０
回】 

講義【シミュレーション① 〜グループディスカッシ
ョン〜】 
グループディスカッションを行い、他者との協調性や

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 



コミュニケーションの取り方、調和の取れた積極性に
ついて体得していきます。 

【第１１
回】 

講義【シミュレーション② 〜質疑応答Ⅰ〜】 
自己紹介、自己ＰＲを基に表現力の向上、限られた時
間で簡潔に発言する能力の体得を目指します。他己紹
介を行い、傾聴する姿勢、正確に他者へ伝える能力の
向上、フィードバックを繰り返す事で気づきの力を醸
成します。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第１２
回】 

講義【シミュレーション③ 〜質疑応答Ⅱ〜】 
これまでの授業で学んだ航空業界の基礎知識や意見を
伝達する能力を活かし、起承転結を意識した質疑応答
スキルの向上を図ります。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第１３
回】 

講義【シミュレーション④ 〜実習Ⅰ〜】 
機内で起こりうる様々な事例を基に、実際に乗務員と
顧客で分かれロールプレイング形式で実習していきま
す。他者へ関心を持つ重要性、臨機応変な対応力や気
づきの能力の向上を図ります。 

予習:事前課題を事前に提示するので自身で
調べてノートに記入 

【第１４
回】 

講義【シミュレーション⑤ 〜実習Ⅱ〜】 
質疑応答を更に展開していき、培った航空業界の知識
や自身の意見等を他者へ伝えるコミュニケーションス
キルにより深みを出していきます。 

予習:今までのシミュレーションで学習した
事を十分にインプットしてください 

【第１５
回】 実技試験と振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI205-Y01 2.科目名 臨床心理学 （2017 ⽣） 
3.単位
数 

4 

4.授業担当教員 神垣一規、横川滋章 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
臨床心理学分野における実務
経験のある教員による授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期
〜秋学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 
9.履修学
年 

2 年〜 

10.取得資格の要件 公認心理師 認定心理士 保育士 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概
要 

【目的】この科目は臨床心理学に関する基本的な知識を身に付けることを目的とします。 
【概要】 
（神垣担当分） 
前半部分では、まず臨床心理学の全体構造を把握し、臨床心理学の歴史について知る。そして
カウンセリング、アセスメントの基礎について学ぶ。さらに「心の病」や自傷等について考え
る機会をもつ。これらのことを通して、臨床心理学全般についての基礎的な事柄について学ぶ
ことを目的とする。 
（横川担当分） 
神垣先⽣の前半を受けて、こころの健康と異常について学び、今日の臨床心理的援助に大きな
影響を与えた 3 つの理論・技法と 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は次の通りです。DP（ディプロマ・ポリシー）のうち，多様性理解，専門
的知識・技能の活用力の学修と関連しています。 
【神垣担当分】 
①臨床心理学の全体構造について説明することができる。 
②カウンセリングの基礎的事項について説明することができる。 
③アセスメントの基礎的事項について説明することができる。 
④その他の臨床心理学の基礎的事項について説明することができる。 
⑤心の病を患う人を理解するために、自分の心理状態と関連付けて考察することができる。 
【横川担当分】 
①臨床心理的理解・援助の前提となるこころの正常・異常について説明することができる。 
②精神分析の基礎的事項について説明することができる。 
③分析心理学の基礎的事項について説明することができる。 
④来談者中心療法の基礎的事項について説明することができる。 
⑤臨床心理的理解・援助について、自分と関連付けて考察することができる。 

19.教科書・教材 
「よくわかる臨床心理学 改訂新版」 下山晴彦編 ミネルヴァ書房 
「改訂版 臨床心理学概説」 馬場禮子著 放送大学教育振興会 
 

20.参考文献 

【神垣担当分】 
適宜、紹介する。 
【横川担当分】 
心理臨床大事典（改訂版） 氏原寛他編 培風館 2004 
精神分析事典 小此木啓吾編集代表 岩崎学術出版社 2002 
改訂 心の臨床家のための精神医学ハンドブック 小此木啓吾他編 創元社 2004 



心理療法ハンドブック 乾吉佑他編 創元社 2005   
改訂 精神分析的人格理論の基礎 馬場禮子著 岩崎学術出版社 2016 
 

21.成績評価 

【神垣担当分】 
◎毎回の感想レポート・・30％（①②③④⑤に対応） 
◎ミニレポート・・・30％（①②③④に対応） 
 ①あなたはなぜ臨床心理学を学ぼうと思ったのか 
 ②心理的な問題とあなたはどのように向き合うか 
  1 つの項目につき 800 字以上 1000 字以内 
◎Webclass テスト・・・40％（①②③④⑤に対応） 
  
【横川担当分】 
1. コミュニケーションシート…3×12 回=36%（⑤に対応） 
2. 中間ふりかえり…24%（①②に対応） 
3.総括テスト…40%（①②③④に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
神垣：月曜日昼休み（研究室）  月曜日２限（センタープログラム） 
横川：水曜日 3 限（研究室）  ⽕曜日 5 限 遠隔（センターオフィスアワー） 

24.授業回
数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

オリエンテーション 授業の進め方について 
臨床心理学とは何か１ 臨床心理学の理念と全体構造について 

2.感想レポート提出 

第 3 回 
第 4 回 

臨床心理学とは何か２ 臨床心理学の歴史,活動内容 
臨床心理学の基盤となるモデル 
 

3.感想レポート提出 
4.感想レポート提出 

第 5 回 
第 6 回 

5.各領域における連携の在り方 
6.アセスメント１  面接法、観察法 
 

5.感想レポート提出 
6.感想レポート提出 

第 7 回 
第 8 回 

7.アセスメント２ 検査法 
8.異常心理学とは 
 

7.感想レポート提出 
8.感想レポート提出 

第 9 回 
第 10 回 

9.心の病を考える（１） 統合失調症 
10.心の病を考える（２） うつ病 
 

9.感想レポート提出 
10.感想レポート提出 
 ミニレポート提出 

第 11 回 
第 12 回 

11.心の病を考える（３） 不安障害 
12.心の病を考える（４） その他の精神障害 

11.感想レポート提出 
12.感想レポート提出 

第 13 回 
第 14 回 

13.心の病を考える（５） 発達障害 
14.不適応行動の理解 
 

13.感想レポート提出 
14.感想レポート提出 

第 15 回 
第 16 回 

15.まとめと振り返り 
************************************************************ 
以降、横川担当 
16.オリエンテーション 授業の進め方について 
 

15.感想レポート提出 
16.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 17 回 
第 18 回 

17.こころの健康と異常 
18.精神分析 1 S.フロイトと精神分析の成⽴ 
 

17.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
18.コミュニケーションシートの提



出（10 分） 

第 19 回 
第 20 回 

19.精神分析 2 人格理論① 局所論・構造論・力動論・適応論 
20.精神分析 3 人格理論② 防衛機制・発達理論 
 

19.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
20.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 21 回 
第 22 回 

21.精神分析 4 人格理論③ エディプスコンプレックス・原始
的防衛機制 
22.精神分析 5 人格理論④ エリクソンのライフサイクル論 
 

21.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
22.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 23 回 
第 24 回 

23.中間ふりかえり 
24.精神分析６ 技法論 

23.中間ふりかえり（持ち込み不
可） 
24.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 25 回 
第 26 回 

25.分析心理学１ タイプ論 
26.分析心理学２ 集合的無意識・元型・自己 

25.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
26.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 27 回 
第 28 回 

27.総括テストに向けて 
28.総括テスト 

28.総括テスト（持ち込み可） 

第 29 回 
第 30 回 

29.来談者中心療法１ C.ロジャーズと来談者中心療法の成⽴ 
30.来談者中心療法２ 来談者中心療法の理論と技法 

29.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
30.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI208-Y01 2.科目名 臨床心理学概論 
3.単位
数 

4 

4.授業担当教員 神垣一規、横川滋章 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
臨床心理学分野における実務
経験のある教員による授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 
9.履修学
年 

2 年〜 

10.取得資格の要件 公認心理師 認定心理士 保育士 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概
要 

【目的】この科目は臨床心理学に関する基本的な知識を身に付けることを目的とします。 
【概要】 
（神垣担当分） 
前半部分では、まず臨床心理学の全体構造を把握し、臨床心理学の歴史について知る。そして
カウンセリング、アセスメントの基礎について学ぶ。さらに「心の病」や自傷等について考え
る機会をもつ。これらのことを通して、臨床心理学全般についての基礎的な事柄について学ぶ
ことを目的とする。 
（横川担当分） 
神垣先⽣の前半を受けて、こころの健康と異常について学び、今日の臨床心理的援助に大きな
影響を与えた 3 つの理論・技法と 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は次の通りです。DP（ディプロマ・ポリシー）のうち，多様性理解，専門
的知識・技能の活用力の学修と関連しています。 
【神垣担当分】 
①臨床心理学の全体構造について説明することができる。 
②カウンセリングの基礎的事項について説明することができる。 
③アセスメントの基礎的事項について説明することができる。 
④その他の臨床心理学の基礎的事項について説明することができる。 
⑤心の病を患う人を理解するために、自分の心理状態と関連付けて考察することができる。 
【横川担当分】 
①臨床心理的理解・援助の前提となるこころの正常・異常について説明することができる。 
②精神分析の基礎的事項について説明することができる。 
③分析心理学の基礎的事項について説明することができる。 
④来談者中心療法の基礎的事項について説明することができる。 
⑤臨床心理的理解・援助について、自分と関連付けて考察することができる。 

19.教科書・教材 
「よくわかる臨床心理学 改訂新版」 下山晴彦編 ミネルヴァ書房 
「改訂版 臨床心理学概説」 馬場禮子著 放送大学教育振興会 
 

20.参考文献 

【神垣担当分】 
適宜、紹介する。 
【横川担当分】 
心理臨床大事典（改訂版） 氏原寛他編 培風館 2004 
精神分析事典 小此木啓吾編集代表 岩崎学術出版社 2002 
改訂 心の臨床家のための精神医学ハンドブック 小此木啓吾他編 創元社 2004 



心理療法ハンドブック 乾吉佑他編 創元社 2005   
改訂 精神分析的人格理論の基礎 馬場禮子著 岩崎学術出版社 2016 
 

21.成績評価 

【神垣担当分】 
◎毎回の感想レポート・・30％（①②③④⑤に対応） 
◎ミニレポート・・・30％（①②③④に対応） 
 ①あなたはなぜ臨床心理学を学ぼうと思ったのか 
 ②心理的な問題とあなたはどのように向き合うか 
  1 つの項目につき 800 字以上 1000 字以内 
◎Webclass テスト・・・40％（①②③④⑤に対応） 
  
【横川担当分】 
1. コミュニケーションシート…3×12 回=36%（⑤に対応） 
2. 中間ふりかえり…24%（①②に対応） 
3.総括テスト…40%（①②③④に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
神垣：月曜日昼休み（研究室）  月曜日２限（センタープログラム） 
横川：水曜日 3 限（研究室）  ⽕曜日 5 限 遠隔（センタープログラム） 

24.授業回
数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

オリエンテーション 授業の進め方について 
臨床心理学とは何か１ 臨床心理学の理念と全体構造について 

2.感想レポート提出 

第 3 回 
第 4 回 

臨床心理学とは何か２ 臨床心理学の歴史,活動内容 
臨床心理学の基盤となるモデル 
 

3.感想レポート提出 
4.感想レポート提出 

第 5 回 
第 6 回 

5.各領域における連携の在り方 
6.アセスメント１  面接法、観察法 
 

5.感想レポート提出 
6.感想レポート提出 

第 7 回 
第 8 回 

7.アセスメント２ 検査法 
8.異常心理学とは 
 

7.感想レポート提出 
8.感想レポート提出 

第 9 回 
第 10 回 

9.心の病を考える（１） 統合失調症 
10.心の病を考える（２） うつ病 
 

9.感想レポート提出 
10.感想レポート提出 
 ミニレポート提出 

第 11 回 
第 12 回 

11.心の病を考える（３） 不安障害 
12.心の病を考える（４） その他の精神障害 

11.感想レポート提出 
12.感想レポート提出 

第 13 回 
第 14 回 

13.心の病を考える（５） 発達障害 
14.不適応行動の理解 
 

13.感想レポート提出 
14.感想レポート提出 

第 15 回 
第 16 回 

15.まとめと振り返り（テスト） 
************************************************************ 
以降、横川担当 
16.オリエンテーション 授業の進め方について 
 

15.感想レポート提出 
16.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 17 回 
第 18 回 

17.こころの健康と異常 
18.精神分析 1 S.フロイトと精神分析の成⽴ 
 

17.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
18.コミュニケーションシートの提



出（10 分） 

第 19 回 
第 20 回 

19.精神分析 2 人格理論① 局所論・構造論・力動論・適応論 
20.精神分析 3 人格理論② 防衛機制・発達理論 
 

19.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
20.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 21 回 
第 22 回 

21.精神分析 4 人格理論③ エディプスコンプレックス・原始
的防衛機制 
22.精神分析 5 人格理論④ エリクソンのライフサイクル論 
 

21.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
22.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 23 回 
第 24 回 

23.中間ふりかえり 
24.精神分析６ 技法論 

23.中間ふりかえり（持ち込み不
可） 
24.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 25 回 
第 26 回 

25.分析心理学１ タイプ論 
26.分析心理学２ 集合的無意識・元型・自己 

25.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
26.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 

第 27 回 
第 28 回 

27.総括テストに向けて 
28.総括テスト 

28.総括テスト（持ち込み可） 

第 29 回 
第 30 回 

29.来談者中心療法１ C.ロジャーズと来談者中心療法の成⽴ 
30.来談者中心療法２ 来談者中心療法の理論と技法 

29.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 
30.コミュニケーションシートの提
出（10 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI210-
Y01 

2.科目名 公認心理師の職責 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年 
10.取得資格の要件 公認心理師受験資格取得 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(遠隔オンライン・オンデマンド） 
16.履修制限 制限は設けないが、公認心理師を目指す学⽣を対象と想定して授業を進める。 

17.授業の目的と概要 
本科目は、公認心理師（国家資格）養成に必要な 25 科目の中の必須科目である。公認心理
師としての職責の自覚、問題解決能力と⽣涯学習、多職種連携・地域連携などへの理解を目
的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標には DP(ディプロマポリシー)の 6 つ、自律性、社会的貢献性、多様性
理解、問題発見・解決力、コミュニケーションスキル、専門的知識・技能の活用力が関わ
る。 
  公認心理師受験資格取得を目指す学⽣として、授業での課題に自律的に関わり、社会に
どのように貢献できるかを視野に入れながら、解決を目指した考えをレポートにまとめ、授
業中に発表する。 
 本科目の学習目標は、以下の 7 つである。 
①公認心理師の役割を理解する。 
②公認心理師の法的義務及び倫理を理解する。 
③心理に関する支援を要する者等の安全の確保について説明できる。 
④情報の適切な取扱いを理解する。 
⑤保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務を説明できる。 
⑥自己課題発見・解決能力について理解する。 
⑦⽣涯学習への準備について理解する。 
⑧多職種連携及び地域連携について説明できる。 

19.教科書・教材 
教科書：公認心理師の基礎と実践 公認心理師の職責 野島一彦編 遠見書房 2,000 円＋税、
他に教材として power point(遠隔オンライン：神⼾山手Ｃ発信）と webclass を使用する。 

20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

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

22.コメント 
本授業は、教員が遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 18 日）で実施しますが、受講⽣
は神⼾山手 C の教室（2−208）で対面形式の受講形態となります。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼
休み。 
希望者は、事前にメールで予約を取って欲しい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/11 

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

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

第 2 回 
4/18 

第 1 章 公認心理師の役割 
 

予習：第 1 章(p11-21)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選



び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 3 回 
4/25 

第 2 章 公認心理師の法的義務・倫理 
 

予習：第 2 章(p22-34)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 4 回 
5/2 

第 3 章 心理に関する支援支援を要する者等の安全の
確保 
 

予習：第 3 章(p35-47) を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する 

第 5 回 
5/9 

第 4 章 情報の適切な取り扱いについて 
 

予習：第 4 章(p48-60)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 6 回 
5/16 

第 5 章 保健医療分野における公認心理師の具体的な
業務 
 

予習：第 5 章(p61-73)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 7 回 
5/23 

第 6 章 福祉分野における公認心理師の具体的な業務 
 

予習：第 6 章(p74-83)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 8 回 
5/30 

第 7 章 教育分野における公認心理師の具体的な業務 
 

予習：第 7 章(p84-96)を読む。 
復習：注意と記憶の発達的変化についてあな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

第 9 回 
6/6 

第 8 章 司法・犯罪分野における公認心理師の具体的
な業務 
 

予習：第 8 章（p97-109）を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 10 回 
6/13 

第 9 章 産業・労働分野における公認心理師の具体的
な業務 
 

予習：第 9 章(p110-120)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 11 回 
6/20 
 

第 10 章 支援者としての自己課題発見・解決能力 
 

予習：第 10 章(p121-130)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 12 回 
6/27 

第 11 章 ⽣涯学習への準備 
 

予習：第 11 章(p131-141)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 13 回 
7/4 

第 12 章 多職種連携と地域連携 
 

予習：第 12 章(p142-155)を読む。 
復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 

第 14 回 第 13 章 公認心理師の今後の展開 予習：第 13 章(p156-169)を読む。 



7/11  復習：学習チェック表課題から 1 つを選
び、あなたの考えをまとめ、webclass にレ
ポートとして報告する。 
 

第 15 回 
7/25 

まとめとテスト 
授業のまとめと最終確認テストを行う。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI308-
Y01 

2.科目名 心理学的支援法 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松井幸太、神垣一規 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

＜目的＞心理療法にかかわるさまざまな理論や技法の基礎を学び、実際の心理臨床の事例を
通して、心と体の変容過程について理解を深めていく。 
＜概要＞心理療法とは、臨床心理学を基盤とした対人援助の一形態であり、特に関係性を重
視したアプローチである。物理的な豊かさが満たされ、心の時代と称される現代において、
心理療法の果たす役割が注目されている。前半では精神分析，来談者中心療法，認知行動療
法といった主要な心理療法を中心として，その基礎を学び，心理療法とは何かを理解する。
後半では事例等を用いながら，それぞれの心理療法の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP のうち，「多様性理解」，「専門的知識・技能の活用力」と関連する。 
①心理療法全般にかかわる基本概念を説明することができる 
②心理療法にかかわる各理論の基礎的な内容を説明することができる 
③心理療法家の基本的な態度と守秘義務について理解している 
④心理学的支援の様々な形について基礎知識を持っている 
⑤心の健康教育に必要な知識の基礎を身につけている 

19.教科書・教材  

20.参考文献 ・乾 吉佑ほか編（2005）心理療法ハンドブック 創元社 
・氏原 寛（2004）心理臨床大辞典【改訂版】 培風館 

21.成績評価 

【前半（松井）】50％ 
①各授業における理解度（小レポート）30% 
②中間試験（前半松井分）     10% 
②最終試験（前半松井分）     10% 
【後半（神垣）】50％ 
①各授業における感想レポート（６回×４点）    ２４％ 
②事例検討課題（後半神垣分）          １３％  
③総括テスト（後半神垣分）           １３％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：山手月曜昼休み（神垣）、三木金曜昼休み（松井） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 2 回 

 
ガイダンス 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
こころとは 
臨床とは 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 

第 3 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 4 回 

心理的支援法 概説 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
心理療法における基本構造 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 



第 5 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 6 回 

精神分析 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
来談者中心療法 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 

第 7 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 8 回 

認知行動療法 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
前半部分（松井担当）中間試験 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 

第 9 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 10 回 

遊戯療法 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
表現療法 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 

第 11 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 12 回 

集団心理療法：サイコドラマ・エンカウンターグルー
プ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
オープン・ダイアログ 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 

第 13 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 14 回 

森田療法・内観療法 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
前半部分（松井担当）最終試験 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 

第 15 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 16 回 

前半のふりかえり 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
後半部分のオリエンテーション 含グループワーク 

課題：小レポートの提出 
復習：授業内容をノートにまとめる 

第 17 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 18 回 

心理学的支援法とは何か。前半で学んだことの復習 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
心理学的支援法における諸問題 

課題：感想レポートの提出 
復習：資料の内容をノートにまとめる。 
予習：次回の資料がアップされたら一通り目
を通す 

第 19 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 20 回 

事例検討（精神分析的な捉え方） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
臨床動作法 

課題：感想レポートの提出 
復習：資料の内容をノートにまとめる。 
予習：次回の資料がアップされたら一通り目
を通す 

第 21 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 22 回 

事例検討（来談者中心療法的な捉え方） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
フォーカシング 

課題：感想レポートの提出 
復習：資料の内容をノートにまとめる。 
予習：次回の資料がアップされたら一通り目
を通す 

第 23 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 24 回 

事例検討（認知行動療法的な捉え方） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
マインドフルネス 

課題：感想レポートの提出 
復習：資料の内容をノートにまとめる。 
予習：次回の資料がアップされたら一通り目
を通す 

第 25 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 26 回 

家族療法 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
解決志向（ブリーフセラピー） 

課題：感想レポートの提出 
復習：資料の内容をノートにまとめる。 
予習：次回の資料がアップされたら一通り目
を通す 

第 27 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 28 回 

交流分析 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
アドラーの考え方 

課題：感想レポートの提出 
復習：資料の内容をノートにまとめる。 
予習：次回の資料がアップされたら一通り目
を通す 

第 29 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 30 回 

各分野における心理職のかかわり方 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
総括テスト 

復習：今までの授業の内容をまとめ，今後の
学習に⽣かす。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI309-
Y01 

2.科目名 障害者（児）心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 栢木隆太郎、山本真由美 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 公認心理師受験資格取得 11.先修条件 特にない。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
栢木隆太郎：講義 
山本真由美：講義、遠隔オンライン、遠隔
オンデマンド 

16.履修制限 制限は設けないが、後半は公認心理師を目指す方を対象と想定して授業を進める。 

17.授業の目的と概要 

本科目は、公認心理師（国家資格）養成に必要な 25 科目の中の必須科目である。 
【目的】 
 各障害の定義をふまえた基礎的知識をもとに、障害者（児）の有する心理社会的困難とそ
の支援の在り方を理解する。 
【概要】 
 各障害の支援のための制度やそれに関わる様々な機関についての基本的知識と支援の在り
方について概説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目は、DP（デュプロマポリシー）の?「多様性理解」の学修に深く関連している。
主な学習目標は、以下の通りである。 
①身体障害、知的障害及び精神障害(発達障害）について概説ができる。  
②障害者(児)の心理社会的課題及び必要な支援について説明ができる。 

19.教科書・教材 
栢木隆太郎：山本真由美必要に応じて資料を配付する。 
山本真由美：教科書使用せず、必要に応じて資料を配付する。他に教材として power 
point(神⼾山手Ｃ発信）と webclass を使用する。 

20.参考文献 

栢木隆太郎担当参考文献：障害者心理学（北大路書房）・特別支援児の心理学（北大路書
房）・視覚・聴覚・言語障害児の医療・療育・教育（金芳堂） 
山本真由美：授業中に適宜紹介する。 
 

21.成績評価 

＜身体障害・知的障害の分野（栢木）50％＞ 
 ?授業時のワークシート等の提出＝20％ ?中間試験＝30％ 
＜精神障害(発達障害）の分野（山本）50 点＞ 
webclass を利用した授業回毎のレポート（授業内容について考えたこと）＠4×6 点、授業
態度（質問に対する適切な回答等）6 点、(webclass を使用した)総括試験（全範囲の知識が
記述されたか）20 点  
 

22.コメント 
身体障害・知的障害・精神障害についての基本的な知識を身につけ、障害者が必要とする支
援の方法を理解することを目指してください。 
後半の授業は、対面、遠隔オンライン、遠隔オンデマンドで行う。 

23.オフィスアワー 
栢木隆太郎：授業後に教室または講師控室で質問等に対応する。 
山本真由美：研究室オフィスアワー；神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー；
同 C 水曜日昼休み。希望者は、事前にメールで予約を取って欲しい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 障害の分類・概要・定義など 【精神障害は山本先⽣  



の講義】 
 身体障害・知的障害 

【第 2 回】 
身体障害の理解とその支援① 
 視覚障害の原因・分類・特性・心理社会的課題と支
援の在り方 

 

【第 3 回】 
身体障害の理解とその支援② 
 聴覚障害・言語障害の原因・分類・特性・心理社会
的課題と支援の在り方 

 

【第 4 回】 

身体障害の理解とその支援③ 
 肢体不自由の原因・分類・特性・心理社会的課題と
支援の在り方 
 

 

【第 5 回】 

身体障害の理解とその支援④ 
 内部障害の原因・分類・特性・心理社会的課題と支
援の在り方 
 

 

【第 6 回】 

知的障害の理解とその支援 
 知的障害の原因・分類・特性・心理社会的課題と支
援の在り方 
 

 

【第 7 回】 
特別支援教育の基本的理念・制度・仕組み 
 就学就労支援・インクルーシブ教育推進など 
 

 

【第 8 回】 中間試験 （第 1 回〜第 7 回の授業内容）  

【第 9 回】 自閉スペクトラム症（ASD）① 
  行動特徴と要因 

予習：資料を読む。 
復習：授業中に出題した課題について、あな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

【第 10 回】 
自閉スペクトラム症（ASD）② 
  支援の在り方 
 

予習：資料を読む。 
復習：授業中に出題した課題について、あな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

【第 11 回】 
注意欠如・多動症（ADHD）① 
  行動特徴と要因 
 

予習：資料を読む。 
復習：授業中に出題した課題について、あな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

【第 12 回】 
注意欠如・多動症（ADHD）② 
  支援の在り方 

予習：資料を読む。 
復習：授業中に出題した課題について、あな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

【第 13 回】 限局性学習障害（SLD）① 
  行動特徴と要因 

予習：資料を読む。 
復習：授業中に出題した課題について、あな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと
して報告する。 

【第 14 回】 
限局性学習障害（SLD）② 
  支援の在り方 

予習：資料を読む。 
復習：授業中に出題した課題について、あな
たの考えをまとめ、webclass にレポートと



して報告する。 
【第 15 回】 総括試験(第９回ｰ第１４回の授業内容)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CLI312-
Y01 

2.科目名 関係行政論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規、道免逸子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
2 年~ 
 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】心理の専門家として社会において活動する上で必要となる施策、法律、制度、そし
てその基盤となる考え方について理解することを目的とする。 
【概要】医療，教育，福祉，司法，産業の各分野で心理職が働く上で必要な法的枠組みにつ
いて解説し，実際の現場で心理職がどのように活躍しているのかイメージをつかんでもら
う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち，問題発見解決力，専門的知識技能の活用力
の学修に関連します。 
①心の支援に関する全体像を、法律や制度の観点から把握し、国⺠からの期待や社会的使命
を自覚できる。 
②特に、医療保健、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の 5 つの分野における法律や制度
を把握する。 
③多職種の専門家や行政、国⺠と、意義深い協働をするための法律や制度の知識を活用する
ことができる。 

19.教科書・教材 公認心理師の基礎と実践 23 関係行政論 遠見書房 元永拓郎（編） 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 
各分野ごとの小課題      50％（10％×5 分野） 
総括試験（レポート課題）   50％ 

22.コメント 
第１回から第３回まで山本担当 
第４回から第９回まで神垣担当 
第１０回から第１５回まで道免担当 

23.オフィスアワー 

研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み（山本喜晴） 
センターオフィスアワー：水曜日・昼休み （山本喜晴） 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限（道免） 
センターオフィスアワー：水曜日・1 限（道免） 
研究室オフィスアワー：水曜日・３限（神垣） 
センターオフィスアワー：月曜日・４限（神垣） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 心理支援と関係行政論 
教育分野に関する法律・制度（1） 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 2 回 教育分野に関する法律・制度（2） 復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 3 回 
教育分野に関する法律・制度（3） 
 

復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 4 回 司法・犯罪分野に関する法律・制度（1） 
復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 5 回 司法・犯罪分野に関する法律・制度（2） 復習：授業の内容をノートにまとめる。 



予習：教科書を読んでおく 

第 6 回 司法・犯罪分野に関する法律・制度（3） 復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 7 回 産業・労働分野に関する法律・制度（1） 
復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 8 回 産業・労働分野に関する法律・制度（2） 
復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 9 回 産業・労働分野に関する法律・制度（3） 
復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 10 回 保健医療分野に関する法律・制度（1） 復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 11 回 保健医療分野に関する法律・制度（2） 
復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 12 回 保健医療分野に関する法律・制度（3） 
復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 13 回 福祉分野に関する法律・制度（1） 
復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 14 回 福祉分野に関する法律・制度（2） 復習：授業の内容をノートにまとめる。 
予習：教科書を読んでおく 

第 15 回 福祉分野に関する法律・制度（3） 
全体のまとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
A01 

2.科目名 
ICT リテラシー A クラス（4 月 13 日〜6 月
8 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

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



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-A02 2.科目名 
ICT リテラシー B クラス（4 月 13 日〜6
月 8 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されています。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

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



数 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
A03 

2.科目名 
ICT リテラシー C クラス（4 月 13 日〜6 月
8 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

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



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
A04 

2.科目名 
ICT リテラシー D クラス（4 月 13 日〜6 月
8 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

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



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-A05 2.科目名 
ICT リテラシー E クラス（4 月 13 日〜6
月 8 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 
ICT リテラシーは、クラスが指定されています。このクラスでは、留学⽣のみ受講対象としま
すので、履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー  



24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講

課題[2] プレゼンテーション作成 



義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-A06 2.科目名 
ICT リテラシー (経営̲1/4)（4 月 11 日〜6
月 2 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 
ICT リテラシーは、クラスが指定されています。このクラスでは、留学⽣のみ受講対象としま
すので、履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー  



24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講

課題[2] プレゼンテーション作成 



義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
A07 

2.科目名 
ICT リテラシー (経営̲2/4)（4 月 11 日〜6
月 2 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日５時限 
センターオフィスアワー：⽕曜日３時限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 
大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 ・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 
ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-A08 2.科目名 
ICT リテラシー (経営̲3/4)（4 月 12 日〜6
月 7 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されています。履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

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



数 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-A09 2.科目名 
ICT リテラシー (経営̲4/4)（4 月 12 日〜6
月 7 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 
ICT リテラシーは、クラスが指定されています。このクラスでは、留学⽣のみ受講対象としま
すので、履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー  



24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講

課題[2] プレゼンテーション作成 



義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
M01 

2.科目名 
ICT リテラシー （経営̲4/4）（4 月 12 日〜6
月 7 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されています。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日 3 限 
学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回
(4/12) 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回
(4/14) 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回
(4/19) 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回
(4/21) 

大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回
(4/26) 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回
(4/28) 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回
(5/10) 

・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回
(5/12) 

・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回
(5/17) 

・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回
(5/19) 

レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回
(5/24) 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回
(5/26) 

ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回
(5/31) 

ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回
(6/2) 

ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回
(6/7) 

ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-M02 2.科目名 
ICT リテラシー （経営̲2/4）（4 月 11 日
〜6 月 2 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 山下泰⽣ 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 
ICT リテラシーは、クラスが指定されています（経営学科 2/4 クラス）ので注意してくださ
い。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー  



24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの
送受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講

課題[2] プレゼンテーション作成 



義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
M03 

2.科目名 
ICT リテラシー （経営̲1/4）（4 月 11 日〜6
月 2 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

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



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-M04 2.科目名 
ICT リテラシー （経営̲3/4）（4 月 8 日〜
5 月 30 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 田中綾子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されています。履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

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



数 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの
送受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-M05 2.科目名 ICT リテラシー （看護） 
3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 山下泰⽣ 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されていますので注意してください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

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



数 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
Y01 

2.科目名 
ICT リテラシー （1/4）（4 月 8 日〜6 月 3
日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

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



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-Y02 2.科目名 
ICT リテラシー （2/4）（4 月 8 日〜6 月 3
日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

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



数 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの
送受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
Y03 

2.科目名 
ICT リテラシー （3/4）（4 月 8 日〜6 月 3
日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本喜晴 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

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



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-Y04 2.科目名 
ICT リテラシー （4/4）（4 月 8 日〜6 月 3
日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されています。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

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



数 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの
送受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-
Y05 

2.科目名 
ICT リテラシー （1/2）（4 月 11 日〜6 月 1
日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 ２年?以上の受講者は、希望のクラスに履修登録してよい。ただし、特定のクラスに集中し
た場合、調整が必要な場合がある。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

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



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-Y06 2.科目名 
ICT リテラシー （2/2）（4 月 11 日〜6 月
2 日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 井上加寿子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 
ICT リテラシーは、クラスが指定されています。このクラスでは、留学⽣のみ受講対象としま
すので、履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー  



24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの
送受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講

課題[2] プレゼンテーション作成 



義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-Y07 2.科目名 ICT リテラシー （4 月 8 日〜6 月 3 日） 
3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 疋田浩一 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

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



数 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP103-Y08 2.科目名 ICT リテラシー （心理・留学⽣用） 
3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 
ICT リテラシーは、クラスが指定されています。このクラスでは、留学⽣のみ受講対象としま
すので、履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー  



24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービス）
／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの送
受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講

課題[2] プレゼンテーション作成 



義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP105-
Y01 

2.科目名 
情報ネットワーク演習 （1/2）（6 月 9 日〜7
月 28 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 
基礎科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部社会学科 
 9.履修学年 1 年⽣ 

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

17.授業の目的と概要 

目的：アカデミックライフを豊かにする ICT とネットワーク環境について理解し、自身の学
習に効率よく活用できるようになる。 
テーマ：社会の諸問題の解決のためのクリティカルシンキング力を育成するために、情報ネ
ットワークの仕組みを学び、情報コミュニケーションについて理解を深め、活用力を修得す
る 
概要： 
先ずは、皆さんのアカデミックライフを支える身近な学内の情報ネットワークの仕組みにつ
いて学ぶことから始めます。それから、社会の営みの中で情報ネットワークがどのような役
割を担っているのかについて学びます。 
情報社 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
1. コンピュータネットワークの種類や構成方式の基本知識を説明できる 
2. データ通信と制御の仕組みに関する基本知識について説明できる 
3. BYOD で展開する ICT 学習環境全般（LAN とインターネットの構成、大学の情報
ネットワーク環境等）について説明できる 
4. ネットワークを介したファイル交換、設定、利用方法などの基本スキルを場面に
応じて適切に実行することができる（ユーザー視点） 
5. クラウドを含めた情報ネットワーク技術に関する基本的な設定方法やスキルを場
面に応じて適切に実行することができる（情報ネットワーク管理者の視点） 
[関連するディプロマポリシー] 
（1）?律性（3）多様性理解（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?
的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 

『本当にやさしく学びたい人の! 絵解き ネットワーク超入門』増田若奈，技術評論社，
2019 年 
『クラウド活用テクニック 150 2020 年最新版』河本 亮，スタンダーズ株式会社，2020
年 

20.参考文献 授業中に適宜資料を配付する。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま
す。 
（1） 学習ふりかえりシートの提出×15 回 （?標１・2・3 に対応） 40% 
 →ふりかえりシートの提出は WebClass 上で実施します。 
 →ふりかえりシートは全項目に回答したもののみ提出と見なします。 
 →提出期限は、原則授業中です。各回の授業の最後の方で指?します。 
（2）協働による学びと成⻑の促進のためクラスメイトの学びの成果にも関心を示し、思い
やりとサポートを実践していきましょう。演習課題への相互コメント （ 

22.コメント ・各回の授業で提?される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄



に記載しています。（個?差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定して
います。 

23.オフィスアワー 
月曜日昼休み 学習支援センター（1 号館２F）  
（別途：メール予約で受付） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション：ライフロングラーニングの観点
から見た、本授業のカリキュラムにおける位置づけ、
本授業の概要、到達目標、評価基準、授業の進め方等 

ふりかえりシートの提出 

第 2 回 

【学内のネットワーク】 
アカデミックな学びを支える情報ネットワークについ
て： 
自分の PC を学内のネットワークにつながっているこ
とを確認 

学内ネットワークについて確認していること
をポンチ絵で描いて提出 
◆ふりかえりシートの提出 
 

第 3 回 

【学内のネットワークを活用する】 
学内ネットワークで使える様々な学習支援サービス
（ユニバーサル・パスポート、WebClass、Microsoft 
365、Teams、学内ファイル共有サービスなど） に
ついて確認 

学内ネットワークについて確認していること
をポンチ絵で描いて提出 
◆ふりかえりシートの提出 
 

第 4 回 
【コンピュータネットワークについて】：データ通信
と制御の仕組み ◆ふりかえりシートの提出 

第 5 回 【コンピュータネットワークについて】：プロトコル
（TCP/IP） 

◆ふりかえりシートの提出 

第 6 回 【クラウドコンピューティング】（１）ネットワーク
を介したファイル共有、設定、利用方法 

◆ふりかえりシートの提出 

第 7 回 
【クラウドコンピューティング】（２）ネットワーク
を介したアプリケーション・ファイル共有、設定、利
用方法 

◆ふりかえりシートの提出 

第 8 回 
【クラウドコンピューティング】（３）ネットワーク
を介したリッチメディアファイル編集、共有設定、利
用方法 （Google Collaboratory など） 

◆ふりかえりシートの提出 

第 9 回 
【クラウドコンピューティング】（４）まとめと演習
課題の説明、ビジュアルオーガナイザーツールについ
て 

◆ふりかえりシートの提出 

第 10 回 

演習：本演習（第 10〜14 回）では、ビジュアル・オ
ーガナイザー（シンキングツール）を使って情報を検
索・収集・整理・分析し、表現・伝達・発信等の情報
ネットワーク技術を習得しながら、総合的な情報ネッ
トワークのスキルレベルを上げる。 
演習課題１ 課題設定、チームビルディング、問題発
見・問題解決思考の枠組みを使って目標設定（近未来
のクラウド活用型学習支援環境をデザインする）をお
こなう。  
 

◆ふりかえりシートの提出 

第 11 回 
演習課題２ ブレインストーミングによる多様な解決
策を創造する。 

◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上
の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 12 回 演習課題３ 倫理的視点から有効性と問題点を合理的 ◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上



に判断し、最適解を導き出す。 の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 13 回 演習課題４ 解決策の取りまとめと発表準備 
◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上
の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 14 回 演習課題成果報告（プレゼンテーション）／ピアレビ
ュー 

◆発表スライド提出 
◆発表動画（ピッチ形式）提出 
◆ふりかえりシートの提出 

第 15 回 
学びの振り返り、自己評価、ポートフォリオ記述 ／ 
総評 

◆ふりかえりシート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP105-
Y02 

2.科目名 
情報ネットワーク演習 （2/2）（6 月 9 日〜7
月 28 日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 
基礎科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部社会学科 
 9.履修学年 1 年⽣ 

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

17.授業の目的と概要 

目的：アカデミックライフを豊かにする ICT とネットワーク環境について理解し、自身の学
習に効率よく活用できるようになる。 
テーマ：社会の諸問題の解決のためのクリティカルシンキング力を育成するために、情報ネ
ットワークの仕組みを学び、情報コミュニケーションについて理解を深め、活用力を修得す
る 
概要： 
先ずは、皆さんのアカデミックライフを支える身近な学内の情報ネットワークの仕組みにつ
いて学ぶことから始めます。それから、社会の営みの中で情報ネットワークがどのような役
割を担っているのかについて学びます。 
情報社 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
1. コンピュータネットワークの種類や構成方式の基本知識を説明できる 
2. データ通信と制御の仕組みに関する基本知識について説明できる 
3. BYOD で展開する ICT 学習環境全般（LAN とインターネットの構成、大学の情報
ネットワーク環境等）について説明できる 
4. ネットワークを介したファイル交換、設定、利用方法などの基本スキルを場面に
応じて適切に実行することができる（ユーザー視点） 
5. クラウドを含めた情報ネットワーク技術に関する基本的な設定方法やスキルを場
面に応じて適切に実行することができる（情報ネットワーク管理者の視点） 
[関連するディプロマポリシー] 
（1）?律性（3）多様性理解（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?
的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 

『本当にやさしく学びたい人の! 絵解き ネットワーク超入門』増田若奈，技術評論社，
2019 年 
『クラウド活用テクニック 150 2020 年最新版』河本 亮，スタンダーズ株式会社，2020
年 

20.参考文献 授業中に適宜資料を配付する。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま
す。 
（1） 学習ふりかえりシートの提出×15 回 （?標１・2・3 に対応） 40% 
 →ふりかえりシートの提出は WebClass 上で実施します。 
 →ふりかえりシートは全項目に回答したもののみ提出と見なします。 
 →提出期限は、原則授業中です。各回の授業の最後の方で指?します。 
（2）協働による学びと成⻑の促進のためクラスメイトの学びの成果にも関心を示し、思い
やりとサポートを実践していきましょう。演習課題への相互コメント （ 

22.コメント ・各回の授業で提?される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄



に記載しています。（個?差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定して
います。 

23.オフィスアワー 
月曜日昼休み 学習支援センター（1 号館２F）  
（別途：メール予約で受付） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション：ライフロングラーニングの観点
から見た、本授業のカリキュラムにおける位置づけ、
本授業の概要、到達目標、評価基準、授業の進め方等 

ふりかえりシートの提出 

第 2 回 

【学内のネットワーク】 
アカデミックな学びを支える情報ネットワークについ
て： 
自分の PC を学内のネットワークにつながっているこ
とを確認 

学内ネットワークについて確認していること
をポンチ絵で描いて提出 
◆ふりかえりシートの提出 
 

第 3 回 

【学内のネットワークを活用する】 
学内ネットワークで使える様々な学習支援サービス
（ユニバーサル・パスポート、WebClass、Microsoft 
365、Teams、学内ファイル共有サービスなど） に
ついて確認 

学内ネットワークについて確認していること
をポンチ絵で描いて提出 
◆ふりかえりシートの提出 
 

第 4 回 
【コンピュータネットワークについて】：データ通信
と制御の仕組み ◆ふりかえりシートの提出 

第 5 回 【コンピュータネットワークについて】：プロトコル
（TCP/IP） 

◆ふりかえりシートの提出 

第 6 回 【クラウドコンピューティング】（１）ネットワーク
を介したファイル共有、設定、利用方法 

◆ふりかえりシートの提出 

第 7 回 
【クラウドコンピューティング】（２）ネットワーク
を介したアプリケーション・ファイル共有、設定、利
用方法 

◆ふりかえりシートの提出 

第 8 回 
【クラウドコンピューティング】（３）ネットワーク
を介したリッチメディアファイル編集、共有設定、利
用方法 （Google Collaboratory など） 

◆ふりかえりシートの提出 

第 9 回 
【クラウドコンピューティング】（４）まとめと演習
課題の説明、ビジュアルオーガナイザーツールについ
て 

◆ふりかえりシートの提出 

第 10 回 

演習：本演習（第 10〜14 回）では、ビジュアル・オ
ーガナイザー（シンキングツール）を使って情報を検
索・収集・整理・分析し、表現・伝達・発信等の情報
ネットワーク技術を習得しながら、総合的な情報ネッ
トワークのスキルレベルを上げる。 
演習課題１ 課題設定、チームビルディング、問題発
見・問題解決思考の枠組みを使って目標設定（近未来
のクラウド活用型学習支援環境をデザインする）をお
こなう。  
 

◆ふりかえりシートの提出 

第 11 回 
演習課題２ ブレインストーミングによる多様な解決
策を創造する。 

◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上
の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 12 回 演習課題３ 倫理的視点から有効性と問題点を合理的 ◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上



に判断し、最適解を導き出す。 の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 13 回 演習課題４ 解決策の取りまとめと発表準備 
◆WebClass でコメント書き込み＋1 件以上
の相互コメント 
◆ふりかえりシートの提出 

第 14 回 演習課題成果報告（プレゼンテーション）／ピアレビ
ュー 

◆発表スライド提出 
◆発表動画（ピッチ形式）提出 
◆ふりかえりシートの提出 

第 15 回 
学びの振り返り、自己評価、ポートフォリオ記述 ／ 
総評 

◆ふりかえりシート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP201-
A01 

2.科目名 コンピュータ応用Ｂ (2018 年度⽣以前) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

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

16.履修制限 
★申込者数が 30 名を超えた場合、初回の授業に出席した人の中から、抽選で受講者を決定
する。 

17.授業の目的と概要 

 情報化が進むにつれ、様々なものがデジタル化されるようになった。デジタル化されたも
のを単に電子的に保存しておくためだけでなく、多くの人に観てもらうことを目的としたも
のも増加してきた。ブログはその一例であるが、文書やプレゼンテーションなどにおいて
も、自分の伝えたい情報を単に文字だけでなく画像などを効果的に使うことで人目を引くこ
とができる。 
 本演習では、デジタル画像に関する基礎知識を学びながら、定評のあるフリーソフトであ
る GIMP を用いて、実際に静止画やアニメーションの修正、加工などの演習を通して、大学
での 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

新しい知識や技能、社会におけるさまざまな現象や問題を学ぶことに、自ら関心や意欲をも
つことができる。具体的には、デジタル画像に関する基礎知識、およびデジタルデータ利用
上のマナーを理解し、他者に説明できるようになる。 
言語的及び非言語的な表現方法を工夫しながら、自分の思いや考えをわかりやすく効果的に
表すことができる。具体的には、静止画像やアニメーションの修整・加工などの基本テクニ
ックの修得により、静止画像を用いた表現力を持つようになる。 

19.教科書・教材 
資料の配布と画面提示を行う。 
教科書は使用しない。 

20.参考文献 
すぐわかる GIMP ではじめる フォトレタッチ講座 改訂版 、土屋徳子 (著) 、出版社: ア
スキー・メディアワークス 、ISBN-13: 978-4048869614 
GIMP を使おう −＞ http://www.geocities.jp/gimproject/gimp2.0.html 

21.成績評価 

評価方法 
平常課題： ５ X 6=30% 
中間課題： 10 X 2=20% 
総合課題： 50% 

22.コメント この授業では、すべての回でノート PC が必要。 

23.オフィスアワー センタオフィスアワー ⽕曜 
研究室オフィスアワー 木曜 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 ①科目内容の概要、到達目標、評価方法等 
②デジタル画像に関する基礎知識（ピクセル、解像
度、カラーモデル）  
〇本日の復習と次回の予習  
第 2 回 GIMP とは何か、GIMP の主な機能の紹介 
GIMP の起動と終了、GIMP の画面構成解説、画像フ

すべての回で、ノート PC が必要。 



ァイルの読み込みと保存方法  
〇本日の復習と次回の予習  
★操作結果の提出  
第 3 回 選択ツールの操作方法をマスタする（１） 
範囲選択とは、さまざまな範囲選択のツール、範囲選
択を修正するには  
〇本日の復習と次回の予習  
★操作結果の提出  
第 4 回 選択ツ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP203-
A01 

2.科目名 ICT 活用 B 3.単位数 2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

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

16.履修制限 
★申込者数が 30 名を超えた場合、初回の授業に出席した人の中から、抽選で受講者を決定
する。 

17.授業の目的と概要 

 情報化が進むにつれ、様々なものがデジタル化されるようになった。デジタル化されたも
のを単に電子的に保存しておくためだけでなく、多くの人に観てもらうことを目的としたも
のも増加してきた。ブログはその一例であるが、文書やプレゼンテーションなどにおいて
も、自分の伝えたい情報を単に文字だけでなく画像などを効果的に使うことで人目を引くこ
とができる。 
 本演習では、デジタル画像に関する基礎知識を学びながら、定評のあるフリーソフトであ
る GIMP を用いて、実際に静止画やアニメーションの修正、加工などの演習を通して、大学
での 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

新しい知識や技能、社会におけるさまざまな現象や問題を学ぶことに、自ら関心や意欲をも
つことができる。具体的には、デジタル画像に関する基礎知識、およびデジタルデータ利用
上のマナーを理解し、他者に説明できるようになる。 
言語的及び非言語的な表現方法を工夫しながら、自分の思いや考えをわかりやすく効果的に
表すことができる。具体的には、静止画像やアニメーションの修整・加工などの基本テクニ
ックの修得により、静止画像を用いた表現力を持つようになる。 

19.教科書・教材 
資料の配布と画面提示を行う。 
教科書は使用しない。 

20.参考文献 
すぐわかる GIMP ではじめる フォトレタッチ講座 改訂版 、土屋徳子 (著) 、出版社: ア
スキー・メディアワークス 、ISBN-13: 978-4048869614 
GIMP を使おう −＞ http://www.geocities.jp/gimproject/gimp2.0.html 

21.成績評価 

評価方法 
平常課題： ５ X 6=30% 
中間課題： 10 X 2=20% 
総合課題： 50% 

22.コメント この授業では、すべての回でノート PC が必要。 

23.オフィスアワー センタオフィスアワー ⽕曜 
研究室オフィスアワー 木曜 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 ①科目内容の概要、到達目標、評価方法等 
②デジタル画像に関する基礎知識（ピクセル、解像
度、カラーモデル）  
〇本日の復習と次回の予習  
第 2 回 GIMP とは何か、GIMP の主な機能の紹介 
GIMP の起動と終了、GIMP の画面構成解説、画像フ

すべての回で、ノート PC が必要。 



ァイルの読み込みと保存方法  
〇本日の復習と次回の予習  
★操作結果の提出  
第 3 回 選択ツールの操作方法をマスタする（１） 
範囲選択とは、さまざまな範囲選択のツール、範囲選
択を修正するには  
〇本日の復習と次回の予習  
★操作結果の提出  
第 4 回 選択ツ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP203-
Y01 

2.科目名 ICT 活用 B 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 
基礎科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 

現代社会学部（総合社会学科・観光学科）のコン
ピュータ・リテラシーまたはネットワークプレゼ
ンテーション）と同じ授業です。現代社会学部以
外の学⽣は ICT 活用 B として履修してく
ださい。 

9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
学科により先修条件が異なる場合があるた
め、履修要項などで確認してください。 

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

16.履修制限 
PC 演習室の収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 50 名としま
す。 

17.授業の目的と概要 

この科目では、コンピューターリテラシー（読み書きの能力）の、より高度な能力を身につ
けることを目的としています。 
特に、インターネットを介した情報のやり取りや、品質の高いプレゼンテーションに欠かす
ことのできない Web ページ構築技術（HTML 言語などの理解）および、画像・映像・音声
などのマルチメディアコンテンツ制作に関する基礎力を習得します。 
今日、スマートフォンなどで撮った写真や映像を発信するのは、専用のツールやアプリを使
えば簡単に行うことができます。しかし一歩進んだクオリティの高い情報・コンテンツを発
信す 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の ２．主体的かつ柔軟に行動し、問題
解決を図る力 に関連しています。 
①SNS、E メール、添付ファイル、クラウドサービスなどを使い、目的に応じた適切な情報
のやりとりを行うことができる。 
②HTML 言語や CSS など、タグを使って Web ページが構築できる。 
③画像・映像・音声などのマルチメディアコンテンツをインターネット・プレゼンテーショ
ンに最適な形で処理（編集・加工）ができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を配付または提示します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 
HTML タグページやフリーツールなど、随時ネット上での有用なサイト、アプリを紹介しま
す。 

21.成績評価 

評価の方法と配点（各課題の満点）は次のとおりです。 
・課題１〜４： 各１０点（計４０点） （学習目標①に対応） 
・課題５〜６： 各１５点（計３０点） （学習目標②に対応） 
・課題７： ３０点 （学習目標③に対応） 
提出された課題ごとに、０〜満点で評価します。 

22.コメント 

私たちの日常⽣活は SNS をはじめ、インターネットを利用することなく成り⽴たないもの
となっています。また単にネット上の情報やコンテンツを閲覧するだけでなく、自らがより
正確でクオリティの高いものを発信していくことがますます求められていく時代になってい
ます。 

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



【第 1 回】 

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定方
法・受講上の留意点など） 
インターネットの基礎、E メール、ファイル・データ
管理、クラウドサービスなどの紹介 

復習：学習内容の確認、授業ノートの整理 
予習：次回テーマの予習 

【第 2 回】 情報検索と E メールの利用 【課題１】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 3 回】 プレゼンテーション① 文書作成 【課題２】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 4 回】 プレゼンテーション② PowerPoint 【課題３】 
復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 5 回】 マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の基
礎① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 6 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の基
礎② 【課題４】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 7 回】 
HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 8 回】 
HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）② 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 9 回】 
HTML 基礎（HTML タグを使った Web ページの構
築）③ 【課題５】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 10 回】 
マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の処
理テクニック① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 11 回】 マルチメディアコンテンツ（画像・映像・音声）の処
理テクニック② 【課題６】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：次回テーマの予習 

【第 12 回】 HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）① 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 13 回】 
HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）② 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 14 回】 
HTML 応用（CSS、SCRIPT による Web ページの構
築）③【課題７（最終課題）】 

復習：学習内容の反復練習、授業ノートの整
理 
予習：課題の自主制作 

【第 15 回】 
課題７（最終課題）提出。 これからのインターネッ
ト、XML 言語等の紹介、まとめ 

復習：学習内容の総括、授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP205-
Y01 

2.科目名 データ構造とアルゴリズム 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

授業のテーマ及び到達目標 
1) データ構造とアルゴリズムが情報処理における重要性について説明できる標準的
なアルゴリズムを理解する 
2) データ構造の基本種類および関連アルゴリズムの基礎知識について説明できる 
3) アルゴリズム表現としてのフローチャートを書くことができる 
4) プログラミングやソフトウェアの設計に必要なアルゴリズム活用技法について説
明できる 
“データ構造”と“アルゴリズム”は、計算機科学において極めて重要な基盤であり、プログラ
ムの処理対象となるデータの特性と格納形式、処理手順の形と効率を 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 図解！アルゴリズムのツボとコツがゼッタイにわかる本,中田亨,秀和システム 
20.参考文献  

21.成績評価 
課題 14 回分 : 84% 
確認テスト : 16% 

22.コメント 

アルゴリズムはプログラミングに欠かせない技術です。 
情報を学んだ人が必ず取る資格である「基本情報技術者試験」でもアルゴリズムの問題が出
ますし、 
日常的にもアルゴリズムの考え方ができると効率的に作業が出来ます。 
アルゴリズムは様々な分野をまたいでおり、この授業ではすべてを伝えられません。 
授業を受けて「こういうの好きだな」と思った人はプログラミングを覚えて、 
競技プログラミングの AtCoder などにチャレンジしてみてください。 
⾊々なアルゴリズムに触れることができますし、ハマる人はハマると思います。 
 

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

 アルゴリズム入門 : 日常の中でのアルゴリズム 
教科書の P.30 までの内容を１回をかけて行
います。P.30 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 変数と配列 
教科書の P.46 までの内容を１回をかけて行
います。P.46 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 
普段気づいていないだけでよく見かける身近なデータ
構造 

教科書の P.80 までの内容を１回をかけて行
います。P.80 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 流れ図を疑似言語 
教科書の P.120 までの内容を 2 回をかけて行
います。P.120 までの予習・復習を行ってく



ださい。 

 疑似言語を用いて簡単なアルゴリズムを書き下す演習 
教科書の P.120 までの内容を 2 回をかけて行
います。P.120 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 再帰アルゴリズムとその応用 
教科書の P.160 までの内容を 1 回をかけて行
います。P.160 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 選択ソート、バブルソートおよび挿入ソートに関する
演習 

教科書の P.183 までの内容を 1 回をかけて行
います。P.183 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 流れ図・疑似言語を使った演習（１） 
教科書の P.183 までの内容の演習を 1 回をか
けて行います。P.183 までの予習・復習を行
ってください。 

 シェルソート、マージソート関する演習 
教科書の P.209 までの内容を 1 回をかけて行
います。P.209 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 流れ図・疑似言語を使った演習（２） 
教科書の P.209 までの内容の演習を 1 回をか
けて行います。P.209 までの予習・復習を行
ってください。 

 ヒープソートとクイックソートに関する演習 
教科書の P.242 までの内容を 1 回をかけて行
います。P.242 までの予習・復習を行ってく
ださい。 

 流れ図・疑似言語を使った演習（３） 
教科書の P.242 までの内容の演習を 1 回をか
けて行います。P.242 までの予習・復習を行
ってください。 

 ハッシュ法 資料を配布しますので、それを見て復習をし
てください。 

 探索/最短経路問題 
資料を配布しますので、それを見て復習をし
てください。 

 
確認テスト・アルゴリズムとデータ構造を学んだ後に
どう活かすのか 

教科書と資料の復習をしてください。特に流
れ図・疑似言語の基本、最大値を求めるアル
ゴリズム、階上を再帰で求めるアルゴリズ
ム、簡単なソートアルゴリズムは絶対に復習
してください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP208-
Y01 

2.科目名 ウェブプログラミング演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

授業のテーマ及び到達目標 
1) Web ページの記述言語の基本について説明できる 
2) HTML＋CSS に関して全体的な説明ができる 
3) テキストエディタを使って HTML と CSS を記述できる 
4) 様々なウェブデザインスキルを演習問題に適用できる 
5) Web クリエイター（エキスパート）能力認定試験に必要な知識を習得する 
ウェブページは様々なビジネスシーンにおいて、情報共有の基本手段となっており、記述言
語 HTML とスタイルシート、画像データなどで構成されている。Web クリエイターは、ウ
ェブサイトをデザイ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 
これだけで基本がしっかり身につく HTML/CSS＆Web デザイン 1 冊目の本,Capybara 
Design 竹内 直人, 竹内 瑠美 著 

20.参考文献 
初心者からちゃんとしたプロになる HTML+CSS 標準入門,おのれいこ, 栗谷 幸助, 相原 典
佳, 塩谷 正樹, 中川 隼人 

21.成績評価 
毎週の課題 13 回 : 65% 
最終課題の途中報告 2 回 : 10% 
定期試験の代わりに HTML に関する課題を提出 : 25% 

22.コメント 

ノート PC を必ず毎回持ってきてください。 
授業は教科書と補助資料を使用しながら進めます。 
大切な事は自分で手を動かすことです。 
授業を聞いて頭の中で理解したと思っても実際に手を動かすと書けないことが多いかと思い
ます。 
そのため、毎回、教科書の復習と関連課題を課します。 
1 時半 30 分程度を目安としますので必ず 1 週間の中でどの時間帯に復習と課題を行うのか
決めておいてください。 
私のオフィスアワーの時間に一緒に復習や課題をするのも良いかと思うので、 
その時間に授業がなければオフィスアワーに一緒に復習と課題をしましょう。 
また、このような新しい言語を勉強するとよく分からなくて、苦しくなることが多々ありま
す。 
一つの解消法は「慣れる」ことです。「理解する」のも大事ですが、慣れるのも大事です。 
苦しいと感じたら、毎日、教科書をほんの少しだけ見て、タグに慣れてください。 

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

 環境構築の準備と HTML の基礎知識 
第一回で環境構築をするので必ず環境構築を
終わらせてください。環境構築が授業内で終
わらなかった場合はオフィスアワーなども活



用してください。 

 HTML の基礎知識 (１) 
教科書の P.61 までの内容を２回にかけて行
います。そのため、P.61 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML の基礎知識 (２)と演習 
教科書の P.61 までの内容を２回にかけて行
います。そのため、P.61 までの内容を予
習・復習してください。 

 CSS の基礎（１） 
教科書の P.93 までの内容を３回にかけて行
います。そのため、P.93 までの内容を予
習・復習してください。 

 CSS の基礎（２） 
教科書の P.93 までの内容を３回にかけて行
います。そのため、P.93 までの内容を予
習・復習してください。 

 CSS の基礎（３）と CSS の演習 
教科書の P.93 までの内容を３回にかけて行
います。そのため、P.93 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML+CSS 実践（１） 
教科書の P.139 までの内容を３回にかけて行
います。そのため、P.139 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML+CSS 実践（２） 
教科書の P.139 までの内容を３回にかけて行
います。そのため、P.139 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML+CSS 実践（３） 
教科書の P.139 までの内容を３回にかけて行
います。そのため、P.139 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML+CSS 実践 II（１） 
教科書の P.207 までの内容を４回にかけて行
います。そのため、P.207 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML+CSS 実践 II（２） 
教科書の P.207 までの内容を４回にかけて行
います。そのため、P.207 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML+CSS 実践 II（３） 
教科書の P.207 までの内容を４回にかけて行
います。そのため、P.207 までの内容を予
習・復習してください。 

 HTML+CSS 実践 II（４） 
教科書の P.207 までの内容を４回にかけて行
います。そのため、P.207 までの内容を予
習・復習してください。 

 自由制作(1) : サイト構成とデザイン案の作成 
自由に考え、サイトを作ってください。最終
課題として提出します。 

 自由制作(2) : HTML と CSS を用いたコーディング 
自由に考え、サイトを作ってください。最終
課題として提出します。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP209-
Y71 

2.科目名 情報セキュリティ論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 森井昌克 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 社会学部社会学科 9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 1 年⽣春学期開講科目「ICT リテラシー」
を履修済であることが望ましい 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目は DX（デジタルトランスレーション）の時代において、個人として社会⽣活を⽣き
抜くためのサイバー社会での危機管理能力を身に着け、更には所属するであろう企業や組織
をサイバー攻撃から守る方法を与える。 
【概要】 
学ぶべき項目をキーワードとして挙げる。コンピュータ、スマホ、プライバシーの漏えい、
情報漏えい、インターネット、LINE、Twitter、バカッター、誹謗中傷、フィッシング詐
欺、SNS、SMS、パスワード、指紋認証、顔認証、バイオメトリック認証、AI、QR コー
ド、電子決済、スマホ決済、ブロ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の 
（1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
（4）問題発見・解決力 
（6）専門的知識・技能の活用力 
の学修に関連しています。本科目の学修目標は以下の通りです。 
①サイバー社会で自分を守る知識と技術を身に付ける。 
②サイバー社会の成り⽴ちを基にして、その危険性を俯瞰し、危機管理能力を身に付ける。 
③サイバー社会での犯罪行為、その技法、そして対策について概要を理解する。 
④組織において、サイバーセキュリティ対策を企画し、実践することが出来る。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
 

20.参考文献 

森井教授のサイバーフィジカルセキュリティ講座 
〜安心・安全な社会を目指して〜 
https://www.jdsf.gr.jp/security/index.html 
YAHOO！JAPAN ニュース オーサーコラム（森井教授の怪奇骨董技術箱） 
https://news.yahoo.co.jp/byline/moriimasakatsu 
NHK クローズアップ現代 
仕組まれた罠(わな) 〜ＰＣ遠隔操作の闇〜 
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3263/index.ht 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下のとおりである。 
①講義内容に関する課題レポート 30 点 
②原則毎回講義後に行われる小テスト 20 点 
③最終試験（最終課題レポートに代える場合もある） 50 点 
 

22.コメント 
メールや WebClass に設置した質問箱で質問が出来ます。質問にはできる限り即応します
が、数日後になる可能性もあります。 



23.オフィスアワー 特に指定しませんが、講義後、もしくはメールでアポイントを取ってください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 情報セキュリティとは  
第 2 回 プライバシーを守る  
第 3 回 ネットにおける誹謗中傷とその対策  
第 4 回 インターネットの仕組みとその問題点  
第 5 回 
 

スマホとは何か、そのセキュリティ上の問題点  

第 6 回 パスワード  
第 7 回 個人認証技術（IC カード、バイオメトリック認証）  
第 8 回 AI とそのセキュリティ  
第 9 回 ハッキングとしての不正アクセス  
第 10 回 サイバー攻撃  
第 11 回 マルウェア（コンピュータウイルス）  
第 12 回 ランサムウェア  
第 13 回 QR コード  
第 14 回 無線 LAN セキュリティ  
第 15 回 総論（最近の事件分析とその動向）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CMP212-
Y01 

2.科目名 ICT 活用（e ラーニング） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 

コモンベーシック 
インストラクショナル
デザイン分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

「〇〇するために ICT を活?できる」こと（＝コンピュータ応?）を学びます。 
本科?では、「〇〇＝教師として e ラーニングを運?」するために、クラウド版の LMS
（Learning Management System?Moodle）を使って仮想的に科?設定・教材設計を?い、受
講?間で教師・受講?となって運?する体験を通して、そのためのコンピュータ応?スキルの獲
得を?指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?を受講したら到達できる学習?標は次のとおり。 
① LMS（Learning Management System）とは何かを説明できるようになる。 
② Moodle に?分のコースを開設できる。 
③ Moodle に教材設計とコンテンツ設置が できる。 
④ 相互に教師・受講?となって教材設計の改善提案ができる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（1）自律性（3）多様性理解（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配付します。 

20.参考文献 
『教材設計マニュアル』（2002）鈴?克明，北?路書房 
授業内で扱うインストラクショナルデザインの実践?法についてまとめられた書籍です。 
 

21.成績評価 

以下のすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出すること
を合格基準とする。配点は次のとおり。 
第 2 回確認テスト（満点で合格） ・・・10 点 
課題 1：LMS 調査レポート・・・10 点 
課題 2：科目開設企画書・発表 ppt ・・・15 点 
課題 3：教材コンテンツ設計企画書・教材コンテンツ ・・・15 点 
課題 4：e ラーニング実施報告・改善案発表 ppt ・・・20 点 
課題 5：アピールシート ・・・30 点 
 

22.コメント 

・ WebClass の掲?板・レポート提出機能を使います。 
・ ネットワーク接続環境の個?所有ノート PC が必要。 
・ ?分で?分の学習状況を確認する作業があります。 これにより、客観的視野を養い、?律
的に学習を進められるようになることを?指しましょう。 
・ 下記のオフィスアワー以外でも、メールや Web Class に設置した質問箱で質問ができま
す。質問にはできる限り即応するので、積極的に利?しましょう。 
・各回の授業で提示される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄



に記載しています。（個人差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定し
ています。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日昼休み 
※オフィスアワーの時間以外でも、質問等があれば随時問い合わせてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

ブロック１ 
第 1 回 
 

・学習目標の説明：学ぶとどうなる？ 
・学習工程の説明：どうやって学ぶ？ 
・e ラーニングの説明：e ラーニングってなに？ 
・PC 準備（ネットワーク接続等）の説明 
・次回の授業内容予告 
 

[授業外学習] 
・学習工程の復習 
・e ラーニングについて学んだことを復習 
 

第 2 回 
 

・レクチャー：①LMS とは？ ②LMS でできること
とは？ 
・作業：Web Class で各機能を体験してみる。 
 

[授業外学習] 
第 2 回の学習内容確認テスト（WebClass テ
スト機能利用）・・・（満点まで挑戦可） 
 

第 3 回 
 

・作業： 
調べ学習：LMS について調べて掲示板投稿（掲示板
機能利用）→ペアで意見交換→個別発表 
 

[授業外学習] 
LMS 調査レポート作成（WebClass レポー
ト機能利用）（課題 1）・・・（〆切：第 4 回
まで） 
 

第 4 回 
 

・レクチャー：①Moodle について ②Moodle 
Cloud について  
・作業：Moodle のアカウント設定（個別） 
 

[授業外学習] 
Moodle の画面で機能を確認してみる 
 

ブロック２ 
第 5 回 
 

・レクチャー：開設科目の事例紹介 
・作業： 
①科目開設企画検討：どんな科目のどんな学習単元を
教えてみたいか？  
②開設科目発表用スライド作成 
 

[授業外学習] 
開設科目発表用スライドの完成 
 

第 6 回 
 

科目開設企画案を個別発表 
 

[授業外学習] 
科目開設企画書・発表 ppt 提出（課題
2）・・・（〆切：第 9 回まで） 
 

ブロック３ 
第 7 回 
 

・レクチャー：学びの「出口」・「入口」について 
・作業： 
教材コンテンツ設計企画書作成：利用する機能（配付
資料・小テスト・レポート課題・掲示板） 
 

[授業外学習] 
・学びの「出口」「入口」について復習 
・教材コンテンツ設計企画書の内容検討 
 

第 8 回 
 

・レクチャー：課題分析図について 
・作業： 
①コンテンツ原稿作成 
②教材のための情報収集・テスト用作問 
 

[授業外学習] 
・課題分析図について復習 
・教材コンテンツ設計企画書の内容検討 
 

第 9 回 
 

コンテンツ設定@LMS 
自分の Moodle コースを作ってみよう① 
コースの基本設定を行う（コンテンツ設定・受講者登

[授業外学習] 
・Moodle コース作成手順の復習 
・教材コンテンツ設計企画書の内容検討 



録など）  

第 10 回 
 

コンテンツ設定＠LMS 
自分の Moodle コースを作ってみよう② 
様々なコンテンツを設定してみる（資料配付・レポー
ト・小テストなど） 

[授業外学習] 
教材コンテンツ設計企画書・教材コンテンツ
提出（課題 3）・・・（〆切：第 11 回まで） 
 

ブロック４ 
第 11 回 

・教材の完成 
e ラーニング仮想運用(1)：受講⽣登録〜運用開始 
①受講教材決定×2 コース分 
②ひとこと教材紹介 
③教材受講（ひとつめ）＋改善点フィードバック
（FB)メモ作成 
 

[授業外学習] 
・受講対象教材の受講 
・受講後フィードバック作成 
 

第 12 回 
 

e ラーニング仮想運用(2)： 
? 教材受講（ふたつめ）＋改善点 FB メモ作
成 
 

[授業外学習] 
・受講対象教材の受講 
・受講後フィードバック作成 
 

第 13 回 
 

e ラーニング仮想運用(3)： 
・自分教材の受講者採点・フィードバック（FB） 
・自分教材の改善点 FB メモ作成 
・受講した教材の改善点 FB メモを科目担当者と共有 
・e ラーニング実施報告書＋発表スライド作成 （改
善案を含む） 
 

[授業外学習] 
・改善案発表 ppt 作成 
 

第 14 回 
 

e ラーニング実施報告（個別発表）発表 5 分＋質疑応
答＆交代 2 分 

[授業外学習] 
e ラーニング実施報告・改善案発表 ppt 提出
（課題 4）・・・（〆切：第 15 回まで） 
 

第 15 回 
 

学習振り返り：アピールシート作成・提出（課題
5）・・・授業中提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CNP102-
M71 

2.科目名 基礎看護学実習Ⅰ（早期体験実習） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真⽣、福⻄さだ子 

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

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

早期体験学習として位置づけ、看護専門職者となるための学習の動機づけを図ることをねら
いとする。 
医療施設において、病棟や外来などの看護実践の場に赴き、療養環境を把握するとともに、
対象者の療養・診療の援助、自⽴の援助などの看護活動を見学・学習し、対象の健康ニーズ
と対応する看護専門職者の役割・機能について理解を深め、学習の方向性と在り方を探求
し、今後の自己の学習目的を定める。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力 
に対応しています。 
１．病院の構造及び機能システムを知る。 
２．病棟の機能・システムおよび病床環境について知る。 
３．入院患者の状況や看護援助の実際及び看護師の役割について知る。 
４．実習内容をもとに、今後の自己の学習課題について考えることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習内容、態度、記録から総合的に評価する 
22.コメント  
23.オフィスアワー 蛭子：センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
期間：8 月第 3・4 週予定 
    別途、オリエンテーション日を設ける 
詳細については、基礎看護学実習Ⅰ要項参照 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
A01 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫、上原昭三、松本恵美子、吉田武大 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
社会福祉分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義＆グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】みなさんの視野をひろげたり、視点を変えたり、様々な角度から社会や会社、仕事
のことを見ていきます。その中で、自分の特性・価値観などに気づき、その特性・価値観を
⽣かせる職業は何か、その仕事をするためには今後どのような知識や技能を身につけなけれ
ばならないのかを考え、短期的・中期的な計画を作成できるようにします。 
【概要】この授業では個人ワークやグループワークを用いて、職業や仕事に関する知識を広
げていくとともに、自分の性格や価値観を客観的に把握して将来のキャリア像を考え、具体
的な計画を⽴てていきます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇dp に基づく、学習目標は以下の通りである。 
（２）社会的貢献性及び（４）問題発見・解決力 
① 教育・福祉に関する仕事及び、その他のさまざまな職業や業界について、興味を持つこ
とができる。       
② キャリア教育の一科目であることを自覚し、個人、グループ、クラス全体の学習活動を
遂行することができる。 
③ 自分の性格や価値観を客観的に把握し、将来のキャリア像を実現するための具体的な計
画をたてることができる。 

19.教科書・教材 教材は適時配布します 

20.参考文献 

〇日本経済新聞社編「働くということ」日本経済新聞社 2006.9 
〇東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2020 年版』 
〇渡邉幸義「『未来ノート』で道は開ける！」マガジンハウス 2008.7 
〇NHK ウェブサイト {U29 人⽣デザイン, http://www4.nhk.or.jp/u29design/} 
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照すること。 

21.成績評価 

■work sheet  60% 
■ learning route map  10% 
■自己 PR 文  10% 
■最終課題 自己アピールプレゼンテーション資料（パワーポイント）と発表原稿  20% 

22.コメント 

〇しっかり出席している人が損をしないように配慮します。   
      
〇PC を使用します。（事前に、お知らせします。）  
〇自分の進むべき道を決めるのは自分自身です。そのために積極的に参考にしましょう。 
〇輪講で行うこと、さらにゲストティーチャーとして招聘するキャリアの専門家の方々のご
都合で講義の順番が変わることがあります。 
〇コロナウィルスの影響等により、ZOOM による遠隔での対応も考慮して、常に WebClass
での情報に気をつけましょう。 



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

第 1 回 

キャリアへの準備〜視野を広げよう、意識を高めよう
〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■学習目標の確認 
■サラリーマンとフリーランスのそれぞれの特性 
■NG ゾーンとは？ 
 

〇 今日見たＤＶＤを参考にして、様々な職
業について考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜視野を広げよう、意識を高めよう
〜 2  
■ 「仕事」に対するイメージを確認する。 
■日本には、何種類の仕事があるのだろう。 
■ t 多様な職業があることを知り、興味関心を持った
特定の職業について調べる。 
■ 特定の職業について関心を持ち、調べる。  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
      
 

〇  新聞や雑誌、インターネット情報から職
業分類について検索し、どのような分類方法
があるのかを理解する。 60 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフステージから職業を考える〜 
   
■ 職業を様々な観点から分類し、それぞれにどのよ
うな特徴があるのかを考える。  
     
     
   
■ 現代社会では、会社のみならず、教育・保育・福
祉現場においても、組織の中に身を置いて仕事をする
ことが多い。組織の中にはどのような仕事があり、ど
のような役割があるのかを理解する。  
      
 

〇 テキスト&ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜時間軸で仕事をとらえる〜  
   
■ 会社をはじめとして学校や施設においても、多く
の組織では仕事に流れがある。1 日、1 週間、1 年間
の流れを通して組織の中での仕事を理解する。 
  
■ 一般的なライフステージを理解し、自分自身の未
来予想図を描いてみる。   
     
     
  
       
     
     
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト検索等からワーク・ライフ・バランスとは
何か、問題点や国の施策、企業の事例等を調
べ、内容を理解する。 60 分 



第 5 回 

業界研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 同じような商品を扱ったり、同じような事業を行
っている企業の集まりは業界と呼ばれている。教育・
保育・福祉のみならず、世の中にどのような業界があ
るのか、またある特定の業界の中身を詳しく調べる方
法を理解する。  
■ ある特定の業界に絞って、業界の特徴を調べてみ
る。 
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報等から、業界の分類について調べると
ともに、いくつかの業界に関する現状や将来
予測について調べ、内容を理解する。 60
分 

第 6 回 

業界研究 2 〜経営分析で見えてくる業界像〜 
   
■ 各業界での個別の会社や小学校、こども園、保育
所、福祉事業所などの事業内容、経営方針、財政の状
況、などを分析する方法を知る。  
     
   
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業の会社や小学
校、こども園、保育所、福祉事業所などを分析し、比
較してみる。 
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄（売上高や利益は企業の何を
示しているのかなど）について整理する。  
60 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組、インターネット
情報等から、業種が似ている業界の経営理念
や会計情報を調べて比較してみる。また、そ
の業界の「安全」に関する考えや活動につい
ても調べてみよう。  60 分 

第 7 回 

時代の流れ・環境・トレンド分析 
〜時代や環境が変われば企業も変わる〜  
■ 会社や小学校、こども園、保育所、福祉事業所な
どの強み／弱み／機会／脅威を調べる方法とその意義
を理解する。    
     
      
■ 会社や小学校、こども園、保育所、福祉事業所な
ど各業界の外的要因を予測して、将来のシナリオを描
いてみる。 
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から時代の変
化に関する話題について内容を調べ、理解す
る。 60 分 

第 8 回 

マナー研修 
■インターンシップや実習など、学外学習プログラム
を受講するうえで、必要なマナーの知識を演習を踏ま
えて、トレーニングする。 

〇マナー研修で学修した内容を、授業以外の
場（大学、家庭やアルバイト先など）で、都
度、実践してみる。  180 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 9 回 

性格分析と価値観分析〜性格と価値観から将来の方向
を想像する〜 
■ 5 因子性格検査法を使って自分の性格を知る。 
  
■ 価値観分析法を使って自分の価値観を知る。 
  
■ 性格と価値観から、職業を考えてみる。 
    
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 タイプを念頭に置きながら、職業分類を
検索し、そのタイプどのような仕事に⽣かさ
るのかを考える。 60 分 

第 10 回 キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今



  
■ マインドマップを使って、自分自身をさらに掘り
下げる。 
■ これまでにどのようなキャリアを積んできたのか
を考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。      
■ 自分の将来の目標（本質的な目標）を考える。 
  
※最終課題について説明します。早めに作成していき
ましょう。 
課題：「自己アピールプレゼンテーション資料の作
成」 

日学修した事柄について整理する。 60 分 
〇 work sheet を参考に自分のやりたい職業
をいったん決め、プレゼンテーション資料に
まとめる。 60 分 

第 11 回 

強み／弱みを知って新たな自分になる〜目標と今のギ
ャップを埋める〜 １ 
■ 自分の将来の目標をいったん確定する。 
■ 大学での学びを整理して、目標に対する自分の強
み／弱みを把握する。 
 

〇 テキスト＆ワークシートを読み返し、今
日学習した事柄について整理する。 60 分 
〇 自分の強み/弱みと、やりたい職業との関
係について考え、プレゼンテーション資料に
追加する。 60 分 

第 12 回 

強み／弱みを知って新たな自分になる〜目標と今のギ
ャップを埋める〜 ２ 
■ 目標を達成するためにどのような活動が必要にな
るのかを考える。 
※これまでの経験と、強み／弱みの分析から、現時点
での自己 PR 文を作成します（宿題）。 
※書く内容に困った人は、基礎演習で配付した自己
PR ツールを再読し、学修や体験の成果を e-portfolio 
に投稿しましょう。 

〇自己 PR 600〜800 字を作成をする。  
60 分 
〇 強み/弱みを今後どのような方法で訓練し
ていくかをプレゼンテーション資料に追加す
る。  60 分 

第 13 回 

キャリア・アップ計画〜夢に形を、日付を！〜 
■ 将来の目標に向けて実現可能な計画をたてる。 
  
■ステップ表にもとづいて、learning route map（ラ
ーニング・ルートマップ）を点検し、追加訂正や加筆
を行い、卒業までの⻑期計画を策定する。 

〇learning route map の修正を完成させ
る。 60 分 
〇 キャリアアップ計画をプレゼンテーショ
ン資料に追加する。 60 分 
 

第 14 回 

自己アピール−１ 
■これまでの学習を再構成し、自己アピールプレゼン
テーション資料（パワーポイント）と読み原稿を作成
する。 
■グループ内でプレゼンテーションを行う。 

ノート PC 必要 
〇プレゼンテーション資料と読み原稿を完成
させる。  240 分 

第 15 回 

自己アピール−２    
      
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションを発表
する。 
■ 振り返り     
■授業アンケート 

ノート PC 持参 
〇 もう一度テキスト& 
ワークシート等の全体を読み返し、この授業
で学修した事柄について総括する。 180 分 
〇 プレゼンテーション資料と読み原稿を見
直し必要な修正を加えて、e-portfolio に投
稿する。 60 分 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
A02 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ (1/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 本田あけみ 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
A03 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ (2/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 ＜・・担当者ごとに変更 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
A04 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ (3/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
A05 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ (4/4) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 齋藤勝洋 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 01 回
（04/14） 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 02 回
（04/21） 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 03 回
（04/28） 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 04 回
（05/12） 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 05 回
（05/19） 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 06 回
（05/26） 

企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 07 回
（06/02） 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 08 回
（06/09） 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 09 回
（06/16） 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回
（06/23） 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回
（06/30） 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回
（07/14） 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



（07/14） ■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回
（07/21） 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回
（07/28） 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
M01 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （経営̲1/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
M02 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （経営̲2/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

23.オフィスアワー 
研究室 月曜 昼休み  
センター 木曜 昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  テキスト第 5 章  ノート PC 必要 



  
■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 ワークシート 5  150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 



第 13 回 

自己アピール 1 
■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

〇次の 3 点を実施する。210 分 
・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
M03 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （経営̲3/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学部経営学科学科 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件 小学校一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・個人ワーク・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では個人ワークやグループワークを用いて、職業や仕事に関する知識を広げていく
とともに、自分の性格や価値観を客観的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画
を⽴てていきます。 
この授業は 2 部構成になっています。第 1 部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
② キャリア教育の一科目であることを自覚し、遅刻や早退をせずに出席して、個人、グル
ープ、クラス全体の学習活動を遂行することができる。 
③ 自分の性格や価値観を客観的に把握し、将来のキャリア像を実現するための具体的な計
画をたてることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ19』成美堂出版 2017.5 
２）日本経済新聞社編「働くということ」日本経済新聞社 2006.9 
３）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2019 年版』『就職四季報 2019 年版』 
４）NHK「あしたをつかめ」制作班・編「NHK あしたをつかめ『平成若者仕事図鑑』」
2005.8 
５）NHK「あしたをつかめ」制作班・編「NHK あしたをつかめ『平成若者仕事図鑑
（２）』」2008.3 
６）NHK「あしたをつかめ」制作班・編「NHK あしたをつかめ『平成若者仕事図鑑
（３）』」200 

21.成績評価 

■work sheet  50% (学習目標①③） 
■自己 PR 文  20% （学習目標①②③） 
■最終課題 自己アピールプレゼンテーション資料（パワーポイント）と発表原稿  30% 
（学習目標③） 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。  
2.ノートパソコン（インターネット接続、パワーポイント）を使用します。 
3.個人ワークやグループワークを行います。 
4.この授業用のノートを一冊用意してください。  
5.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」を継続して受講することをおすすめしま
す。 

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

第 1 回 
キャリアへの準備〜視野を広げよう、意識を高めよう
〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 

〇 今日見たＤＶＤを参考にして、様々な職
業について考えてみよう。 120 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ



■ DVD を視聴して、ある職業に従事する若者の意識
や仕事の内容を理解する。 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

ト情報からさまざまな職業（自分の関心のあ
る職業や知らない職業）について調べ、その
内容を理解する。 120 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜視野を広げよう、意識を高めよう
〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
テキスト第 1 章 

テキスト第 1 章 ノート PC 持参 
〇 work sheet-1 120 分 
〇  新聞や雑誌、インターネット情報から職
業分類について検索し、どのような分類方法
があるのかを理解する。 60 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフステージから職業を考える〜  
■ 職業を様々な観点から分類し、それぞれどのよう
な特徴があるのかを考える。  
■ 現代社会では、会社をはじめとして、組織の中に
身を置いて仕事をすることが多い。組織の中にはどの
ような仕事があり、どのような役割があるのかを理解
する。  
 テキスト第 2 章 

テキスト第 2 章  
〇 work sheet-2 120 分    
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、インターネット情報から組
織について検索し、企業等でどのような組織
形態がとられているのかいくつかの事例を調
べ、理解する。 60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜時間軸で会社の仕事をとらえる〜  
■ 会社をはじめとして多くの組織では、仕事に流れ
がある。1 日、1 週間、1 年間の流れを通して組織の
中での仕事を理解する。  
■ 一般的なライフステージを理解し、自分自身の未
来予想図を描いてみる。  
 テキスト第 3 章   
 

テキスト第 3 章  
〇 work sheet-3 120 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト検索等からワーク・ライフ・バランスとは
何か、問題点や国の施策、企業の事例等を調
べ、内容を理解する。 60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
■ 同じような商品を扱ったり、同じような事業を行
っている企業の集まりは業界と呼ばれている。世の中
にどのような業界があるのか、またある特定の業界の
中身を詳しく調べる方法を理解する。  
■ ある特定の業界に絞って、業界の特徴を調べてみ
る。 
 テキスト第 4 章 

テキスト第 4 章  ノート PC 必要 
〇 work sheet-4  120 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組、インターネッ
ト情報等から、業界の分類について調べると
ともに、いくつかの業界に関する現状や将来
予測について調べ、内容を理解する。 60
分 

第 6 回 

企業研究 2 〜経営分析で見えてくる企業像〜  
■ 個別の企業の事業内容、経営方針、財政の状況、
経営成績などを分析する方法を知る。  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業の内容を分析
し、比較してみる。 
 テキスト第 5 章 

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 work sheet-5 120 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
（売上高や利益は企業の何を示しているのか
など）について整理する。  60 分 
〇 企業の新聞や雑誌、テレビ番組、インタ
ーネット情報等から、業種が似ている企業の
経営理念や会計情報を調べて比較してみる。
また、その企業の「安全」に関する考えや活
動についても調べてみよう。  60 分 

第 7 回 環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜  テキスト第 6 章 ノート PC 必要 



■ 特定の業界の強み／弱み／機会／脅威を調べる方
法とその意義を理解する。  
■ 業界の外的要因を予測して、将来のシナリオを描
いてみる。 
 テキスト第 6 章 

〇 work sheet-6 120 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から時代の変
化に関する話題について内容を調べ、理解す
る。 60 分 

第 8 回 

マナー研修 
■インターンシップや実習など、学外学習プログラム
を受講するうえで、必要なマナーの知識を演習を踏ま
えて、トレーニングする。 

〇マナー研修で学修した内容を、授業以外の
場（大学、家庭やアルバイト先など）で、都
度、実践してみる。  180 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 9 回 

性格分析と価値観分析〜性格と価値観から将来の方向
を想像する〜 
■ 5 因子性格検査法を使って自分の性格を知る。  
■ 価値観分析法を使って自分の価値観を知る。  
■ 性格と価値観から、職業を考えてみる。  
 テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
  
〇 work sheet-7 120 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 
〇 タイプを念頭に置きながら、職業分類を
検索し、そのタイプどのような仕事に⽣かさ
るのかを考える。 60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜  
■ マインドマップを使って、自分自身をさらに掘り
下げる。 
■ これまでにどのようなキャリアを積んできたのか
を考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。  
■ 自分の将来の目標（本質的な目標）を考える。  
 テキスト第 8 章 
※最終課題について説明します。早めに作成していき
ましょう。 
課題：「自己アピールプレゼンテーション資料の作
成」 

テキスト第 8 章  
〇 work sheet-8 120 分 
〇 テキストを読み返し、今日学修した事柄
について整理する。 60 分 
〇 work sheet を参考に自分のやりたい職業
をいったん決め、プレゼンテーション資料に
まとめる。 60 分 

第 11 回 

強み／弱みを知って新たな自分になる〜目標と今のギ
ャップを埋める〜 １ 
■ 自分の将来の目標をいったん確定する。 
■ 大学での学びを整理して、目標に対する自分の強
み／弱みを把握する。 
 テキスト第 9 章 

テキスト第 9 章  
〇 work sheet-9 120 分 
〇 テキストを読み返し、今日学習した事柄
について整理する。 60 分 
〇 自分の強み/弱みと、やりたい職業との関
係について考え、プレゼンテーション資料に
追加する。 60 分 

第 12 回 

強み／弱みを知って新たな自分になる〜目標と今のギ
ャップを埋める〜 ２ 
■ 目標を達成するためにどのような活動が必要にな
るのかを考える。 
 テキスト第 9 章 
※これまでの経験と、強み／弱みの分析から、現時点
での自己 PR 文を作成します（宿題）。 
※書く内容に困った人は、基礎演習で配付した自己
PR ツールを再読し、学修や体験の成果を e-portfolio 

テキスト第 9 章  
〇 work sheet-9  120 分 
〇自己 PR 600〜800 字を作成をする。  
60 分 
〇 強み/弱みを今後どのような方法で訓練し
ていくかをプレゼンテーション資料に追加す
る。  60 分 



に投稿しましょう。 

第 13 回 

キャリア・アップ計画〜夢に形を、日付を！〜 
■ 将来の目標に向けて実現可能な計画をたてる。  
 テキスト第 10 章 
■ステップ表にもとづいて、learning route map（ラ
ーニング・ルートマップ）を点検し、追加訂正や加筆
を行い、卒業までの⻑期計画を策定する。 

テキスト第 10 章  
〇 work sheet-10（ステップ表） 120 分 
〇learning route map の修正を完成させ
る。 60 分 
〇 キャリアアップ計画をプレゼンテーショ
ン資料に追加する。 60 分 

第 14 回 

自己アピール−１ 
■これまでの学習を再構成し、自己アピールプレゼン
テーション資料（パワーポイント）と読み原稿を作成
する。 
■グループ内でプレゼンテーションを行う。 

ノート PC 必要 
〇プレゼンテーション資料と読み原稿を完成
させる。  240 分 

第 15 回 

自己アピール−２  
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションを発表
する。 
■ 振り返り  
■授業アンケート 

ノート PC、プレゼンテーション資料、持
参。 
〇 もう一度テキスト全体を読み返し、この
授業で学修した事柄について総括する。 
180 分 
〇 プレゼンテーション資料と読み原稿を見
直し必要な修正を加えて、e-portfolio に投
稿する。次の 3 点を整理しておくこと。1.自
己 PR 600 文字〜800 文字程度 2.ラーニン
グルートマップ 3.プレゼンテーション資料 
60 分 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
M04 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （経営̲4/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
M05 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （経営̲5/5） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 ＜・・担当者ごとに変更 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y01 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （人間心理̲1/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  60% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   
     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必



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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 

企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  
■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 



     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 
自己アピール 1 
■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 

〇次の 3 点を実施する。210 分 
・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 



■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 
キャリア教育（学科合同） 
 「 キャリアデザインと準備」・・マイナビ講習 

本日の講習を振り返るとともに、自身のやり
たい・興味のある仕事をサイト検索して調べ
てみる 

第 15 回 

自己アピール 2    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションを発表
する。 
■ 作成したプレゼンテーション資料と読み原稿を提
出する。 
              ＊ Web クラスへ提出  
    
■授業アンケート 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y02 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （人間心理̲2/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション資料及び読み原稿（1250 字程
度） 
の作成と発表のリハーサル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 
キャリア教育（学科合同）   
  
 「キャリアデザインと準備」・・マイナビ講習 

本日の講習を振り返るとともに、自身のやり
たいこ・興味のある仕事をサイト検索して調
べてみること。 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y03 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （人間心理̲3/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション資料及び読み原稿（1250 字程
度） 
の作成と発表のリハーサル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 
キャリア教育（学科合同）   
  
 「キャリアデザインと準備」・・マイナビ講習 

本日の講習を振り返るとともに、自身のやり
たいこ・興味のある仕事をサイト検索して調
べてみること。 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y04 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （1/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学部社会学科 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(演習含む) 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 1 号館２F（メディアサポートセンター内） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y05 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （2/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 



第 6 回 

企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  
■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解



する。  60 分 

第 13 回 

自己アピール 1 
■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

〇次の 3 点を実施する。210 分 
・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y06 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ （3/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y07 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ 全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山美佐子 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
英語コミュニケーション学科 
国際コミュニケーション学科  
 

9.履修学年 2 年⽣以上 

10.取得資格の要件 
小学校一種 
 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 
竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
※最新版がまだ出版されていないので、webclass で適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にあたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
5）「超訳ライフシフト 100 年時代の人⽣戦略 リンダ・グラットン他著 東洋経済社 
6) 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木仁平 KADOKAWA 
7) 女子学⽣のキャリアデザイン【三訂版】 

21.成績評価 

■■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する） 
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  



3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   
     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 
 

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

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 



第 6 回 

企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  
■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解



する。  60 分 

第 13 回 

自己アピール 1 
■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

〇次の 3 点を実施する。210 分 
・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE201-
Y08 

2.科目名 仕事とキャリア形成Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、職業や仕事に関する知識を広げていくとともに、自分の性格や価値観を客観
的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を⽴てていきます。 
【概要】 
この授業は２部構成になっています。第１部では、みなさんの視野をひろげたり、視点を変
えたり、様々な角度から社会や会社、仕事のことを見ていきます。第２部では、自分の特
性・価値観などに気づき、その特性・価値観を⽣かせる職業は何か、その仕事をするために
は今後どのような知識や技能を身につけなければならないのかを考え、短期的・中期的な計
画を作成します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーション・スキルに関連します。 
① さまざまな職業や業界について、興味を持つことができる。  
   
② 自分の性格や価値観を客観的に把握することができる。 
③ 自分のキャリアと将来の目標に向けて実現可能な計画を⽴てることができる。 

19.教科書・教材 竹田茂⽣・藤木清 編『夢をかなえるキャリアデザイン』くろしお出版 2011 年 
あわせて、適宜必要な資料を配布します。 

20.参考文献 

１）岸健二編『業界と職種がわかる本ʼ23』成美堂出版 2021.5 
２）東洋経済新報社『「会社四季報」業界地図 2022 年版』 
３）瀧本哲史「2020 年 6 月 30 日にまたここで会おう」Kindle 版 講談社 2020.4 
４）マイナビ出版部「内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド」マイナビ出版 2021.5 
  
その他、メディア･ライブラリーやキャリア･サポート室、学修支援室などに、キャリア関連
書籍、関連書籍が多数所蔵されているので、適宜参照してください。 

21.成績評価 

■ワークシート  40% （学習目標①および②に関連する） 
■最終課題 ＝自己アピール （学習目標③に関連する）   
        
  
1.自己アピール・プレゼンテーション資料（パワーポイント）20% 
2.自己アピール・プレゼンテーション資料（読み原稿）20% 
3.ラーニング・ルートマップ 10% 
4.成⻑確認シート（活動結果・目標追加設定）10% 

22.コメント 

1.遅刻・欠席は厳禁です。      
     
2.すべての回でノートパソコンを使用します。（ワークシート配付・提出は WebClass を利
用予定）  
3.クラス別では、個人ワークやグループワークを行います。   



     
4.秋学期の「仕事とキャリア形成Ⅱ（２年次）」の受講をすすめます。（学科によっては必
修） 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 1 
■ この授業の意義（オリエンテーション） 
■ 現代社会において、多くの職業があることを知
り、特定の職業について調べる。 
テキスト第 1 章 

〇様々な情報源から、気になる職業を選び、
その職業についてについてまとめる。60 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 2 回 

キャリアへの準備〜未来の夢を描こう〜 2  
■ 特定の職業について調べた内容を見せる資料とし
てまとめる。 
■ 特定の職業について発表する。  
     
テキスト第 1 章 

〇 ワークシート 1  150 分 
〇 テキスト第 1 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 3 回 

職業研究 1 〜ライフデザインと職業について〜 
   
■ 人はなぜ働くのか。職業や働き方は多様化し、会
社で求められる能力も仕事や⽴場で変わることを理解
する。 
■ 自分のライフデザインを考えてみる。  
      
テキスト第 2 章 

〇 ワークシート 2 150 分    
〇 テキスト第 2 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。 30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 4 回 

職業研究 2 〜会社の仕事を時間軸で見る〜 
    
■ 仕事はチームで分業と協業によって行われている
ことを理解する。 
■ 会社の仕事は１日・１週間・１年の時間を単位に
して進行する。 
■ 身近な人にインタビューをしてライフと仕事との
関係をとらえる。    
     
      
テキスト第 3 章     
     
      
 

〇 ワークシート 3  150 分 
〇 テキスト第 3 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 5 回 

企業研究 1 〜様々な業界を知る〜  
    
■ 世の中にどのような業界があるのか、また、業界
を詳しく調べる方法を理解する。  
■ 特定の業界に絞って、業界の特徴を調べる。 
テキスト第 4 章 

〇 ワークシート 4  150 分 
〇 テキスト第 4 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分  
※企業や施設が安全についてどのような活動
を行っているか調べてみよう 

第 6 回 
企業研究 2 〜企業像をとらえる〜  
  

テキスト第 5 章  ノート PC 必要 
〇 ワークシート 5  150 分 



■ 個別の企業の事業内容、経営方針、経営成績など
を調べる方法を知る。   
     
  
■ 特定の業界に絞り、代表的な企業を調べ、比較し
てみる。 
テキスト第 5 章 

〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 7 回 

環境・トレンド分析〜環境が変われば企業も変わる〜
  
■ 社会や企業を取り巻く環境（特に IT 革命）がどの
ように変化してきているのかを理解する。 
     
   
■ 業界について将来のシナリオを描いてみる。 
テキスト第 6 章 

テキスト第 6 章 ノート PC 必要 
〇 ワークシート 6 150 分 
〇 もう一度テキストを読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 8 回 

自己理解〜今の私はどんな人？これからどんな私に成
⻑したい？〜 
■ これまでの自分をふりかえり、自己イメージを活
性化する。 
■ 職業選択理論の６つの職業タイプで自己イメージ
を描く。 
■ 理想の自己イメージを思い描く。 
テキスト第 7 章 

テキスト第 7 章 
〇 ワークシート 7  150 分 
〇配付する追加テキスト第 7 章を読み返
し、学習した事柄について整理する。  
30 分 
〇新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就職
に関する話題を読み取り、その内容を理解す
る。  60 分 

第 9 回 

自分の強み弱みを知る〜SWOT 分析〜 
■大学での学びや経験を整理して、自分の強み/弱み
を把握する。    
テキスト第 9 章 

〇 ワークシート 8  150 分 
〇 テキスト第 9 章を読み返し、学習した事
柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 10 回 

キャリア目標〜人⽣で大切にしたいものは何？〜 
■マンダラートを使って、目標をさらに掘り下げる。 
■これまでにどのようなキャリアを積んできたのかを
考え、自分の人⽣で何を大切にしているのかを考え
る。 
配付資料 

〇 ワークシート 9  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 11 回 

キャリア目標からキャリアプランへ 
■ 自分だけのキャリアマップの作り方を学ぶ。 
■ 自己分析マップを描く手法を修得する。 
配付資料 

〇 ワークシート 10  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 12 回 

自分のことを他者に伝える 
■ 進路先と自己をつなげる進路先マップをつくる。 
■ 自己 PR を作成する。 
配付資料 

〇 ワークシート 11  150 分 
〇 配付する追加資料を読み返し、学習した
事柄について整理する。  30 分 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 13 回 自己アピール 1 〇次の 3 点を実施する。210 分 



■パワーポイントで、自己アピール・プレゼンテーシ
ョン資料を作成する。 
■プレゼンテーション原稿の作成と発表のリハーサ
ル。 
 

・ラーニング・ルートマップを修正する。 
・成⻑確認シートを点検する。 
・自己アピールの PPT と原稿を仕上げる。 
〇 新聞や雑誌、テレビ番組等から職業や就
職に関する話題を読み取り、その内容を理解
する。  60 分 

第 14 回 

自己アピール 2    
     
■パワーポイントで、自己アピールプレゼンテーショ
ン資料を作成する。 
■自己アピールプレゼンテーション資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 
 

〇 自己アピールプレゼン資料の読み原稿
（1250 字程度）を作成する。 210 分 
 

第 15 回 

自己アピール 3    
    
■ 作成した自己アピールプレゼンテーションをグル
ープで発表する。 
■グループの代表者は全体で発表する。  
  
■授業アンケート 

〇最終課題を提出する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRE301-
Y01 

2.科目名 公務員養成演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏、神垣一規 

5.授業科目の区分 自由科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 公務員養成演習Ⅰを受講していることが望
ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
特になし。 
ただし，資格専門学校 TAC が提供するオンデマンド講座を受講するため，その受講料
66,000 円を負担することが求められる。 

17.授業の目的と概要 

＜目的＞ 
公務員として稼働することの意味を理解し，その採用試験合格に向けて計画的に学習する習
慣を身に付ける。 
＜概要＞ 
本学の実務家教員、現職の OB・OG による、警察官・消防官・自衛官・法務教官・地方公
務員行政職に関わる現状や望まれる資質、心構え等についての講義を提供する。これらの業
種のうち関心のある講義を１つ以上受講することに加え，オリエンテーション・総括回を受
講する。さらに，資格専門学校 TAC の提供するオンデマンドによる遠隔講座を受講する。
毎週新しい教材が提供され、自身のペースで繰り返し学習でき 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜学修目標＞ 
①公務員の仕事について理解を深める。 
②公務員採用試験に向けて計画的に取り組む習慣を身に付ける。 

19.教科書・教材 教材は毎週 TAC からオンデマンドで提供される。 
20.参考文献 必要に応じて参考書を紹介する。 

21.成績評価 

本科目の評価は単位認定の可否で行われるため GP はつきません。 
そのため，本科目の成績は GPA には影響がなく，卒業要件にも含まれません。 
単位認定は以下の基準によって判断します。 
①ガイダンス，まとめ回分の感想レポート提出 
②講義１〜５の中で受講した講義の感想レポート提出 
②TAC の受講料を納付していること（66,000 円） 

22.コメント 受講料は期限内に必ず支払うようにしてください。 

23.オフィスアワー 
神垣：月曜昼（研究室オフィスアワー），月曜２限（センタープログラム） 
山本昌：春学期（⽕曜昼・研究室オフィスアワー，⽕曜４限・センタープログラム） 
    秋学期（月曜昼・研究室オフィスアワー，月曜４限・センタープログラム） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回 ガイダンス 課題：レポートの提出 

２回 
実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
１（警察官） 

課題：レポートの提出（講義１〜５までの中
で出席した講義について提出） 

３回 
実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
２（消防官）  

４回 実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
３（自衛官） 

 

５回 
実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
４（法務教官・技官） 

 



６回 
実務教員および OB・OG による公務員に関する講義
３（地方公務員，行政職） 

 

７回 全体のまとめ 課題：レポートの提出 
   
 TAC による遠隔ホームルーム８回実施  

 
毎週公開されるオンデマンド教材によって学習を進め
る。 
必要に応じて Google Classroom による質疑応答 

一つの教材につき，３時間から６時間の学習
時間を確保する。 

   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI101-
Y01 

2.科目名 犯罪学概論 （5 月 30 日〜7 月 25 日） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏 

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

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、最広義の犯罪学（刑事学）の学びとして、警察が行う各種取り組み内
容 
を理解することを目的とします。 
【概要】具体的には、総務、警務、刑事、⽣活安全、地域、交通及び警備の各警察部門が行
う 
活動について学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ﾎﾟﾘｼｰ)の(2)社会的貢献性、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです 
? 犯罪の発⽣と対処について理解できるようになる 
° 犯罪の抑止活動について理解できるようになる 
? 警察活動について理解できるようになる 

19.教科書・教材 授業時に配付する 
20.参考文献  

21.成績評価 

・中間効果測定（WebClass テスト）  ３５％ 
・総括効果測定（WebClass テスト）  ４５％ 
・レポート(日本の治安は良くなっているのか)  １０％ 
・レポート(暴力団はなぜなくならないのか)   １０％ 

22.コメント 警察官や刑務官等公務員を志望する学⽣は、受講してください。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： ⽕曜 昼休み 
センタープログラム（警察・消防官志望者へのアドバイス）： 学修支援室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 ○ オリエンテーション 
  ガイダンス、犯罪学の成り⽴ちについて 

 

第２回 

? 日本の治安 
        レポート作成を行うとともに、日本の治安情
勢について 
  学びます。 
 

「日本の治安は良いのか」「私たちに出来る
ことは何か」を考えて授業に臨む 

第３回 

○ 犯罪の起きにくいまちづくり 
        犯罪機会論を中心として、安全・安心なまち
づくりについて 
  学びます。 

自宅周りの状況を、授業で学んだキーワード
を使って確認する 

第４回 ○ 刑法について 
     刑法の仕組みや原則について学びます。 

刑法の基本的な考え方について理解する 

第５回 
○ 総警務警察 
      警察の組織や階級、警察学校での⽣活、留置

全国警察と都道府県警察の⽴ち位置や警察学
校での⽣活を理解する 



場などについて 
   学びます。 

第６回 

○ 地域警察について 
       通信司令室を中心とした１１０番対応の仕組
みや、職務質問 
       の根拠などについて学びます。 

職務質問の根拠と方法について整理する 

第７回 
○ 刑事警察について 
      刑事警察の役割りや捜査活動について学びま
す。 

刑事ドラマと現実の違いを理解する 

第８回 ○ 中間効果測定  

第９回 
○ 暴力団対策について 
      暴力団の現状や悪性、排除対策について学び
ます。 

暴力団の反社会性（悪性）と排除要領につい
て理解する 

第１０回 

○ 暴力団を考察 
     暴力団が存在する理由及び私人が心がけるべ
き事柄などを 
   考えます。 
          レポート作成 

暴力団の悪性を整理し理解する 

第１１回 
○ ⽣活安全警察Ⅰ（少年の健全育成） 
   少年非行の現状や新たな非行の要因なとについ
て学びます。 

ＳＮＳや大麻の恐ろしさを理解する 

第１２回 
○ ⽣活安全警察Ⅱ（児童虐待） 
    多発する児童虐待の実態と対策について学びま
す。 

児童虐待の実態と認知時の対処方策について
理解する 

第１３回 
○ 取調べ 
    取調べがどのようにして行われているのかを学
びます 

取調べの任意性の確保方策について理解する 

第１４回 
?   交通・警備警察 
     交通事故の抑止方策やテロ・災害警備などに
ついて学びます。 

高齢者事故の抑止方策やテロ行為の未然防止
策を考えてみる 

第１５回 ○ 総括効果測定  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI203-
Y03 

2.科目名 犯罪・災害報道論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠、山本昌宏 

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

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

この科目で身につける知識・技法 
① 犯罪・災害の報道が理解できる。 
② マスメディアに関する知識が獲得できる。 
③ マスメディア情報に対する客観的な対応が身に付く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ﾎﾟﾘｼｰ)の(4)問題発見・解決力、(5)コミュニケーションス
キル、の学修に関連しています。 
マスメディアの犯罪・災害報道のあり方について学ぶ 
犯罪・災害報道と人権の問題について学ぶ 
犯罪・災害報道が社会に及ぼす作用について学ぶ 
 

19.教科書・教材 

Zoom ミーティングに参加する 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

①犯罪について 実名報道に関するレポート     10％ 
②犯罪についての筆記試験                     40% 
③災害想定に基づいた記者会見資料作成    10% 
④災害報道についての筆記試験                   40% 
 

22.コメント 

(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 
 試験は毎回の講義で配付する資料から出題するので、試験前には配付資料をきちんと復習
してから受験すること 
 記述式の場合には、必ず最初に、講義で習ったことをきちんと書くこと 
 その上で、自分の考えを述べるのは良いが、きちんとした理論について触れることなく、
勝手な意見を書いても、得点にはならない 
 また、制限字数を大幅に下回るような状態で提出された答案は、60 点に満たないと心得



ておくこと 
 文字が読みにくい、日本語の文章になっていない場合は、内容にかかわらず、単位を取得
する権利を放棄したものと見なすので、その点を留意しておくこと 
(3) ⽣理心理学の実験に参加した者はボ-ナス加点する 
 実験参加は⽣理心理学の理解のひじょうに役に⽴つので、任意に参加してくれた学⽣に
は、試験の結果に点数を加点する 実験を実施する際にはぜひ協力して欲しい 
 

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

第 1 回 ガイダンス 
 

 

第２回 
マスコミュニケーションとはなにか 
   犯罪報道の問題点について（講義） 

 

第３回 
「実名報道について」講義  
  

第４回 
被害者の実名報道、少年の実名報道 
     実名報道の是非にかかるレポートをまとめ
る準備を行う 

 

第５回 
てるくはのる事件の報道被害について 
  

第６回 

てるくはのる事件の報道のあり方について、週刊誌の
記事を示してグループワーク 
            (授業中に、小レポート提
出） 
 

 

第７回 

名張毒ぶどう酒事件をめぐる報道について−今後の犯
罪報道のあるべき姿ー  
この日までに実名報道に関するレポートを提出
(webclass) 

 

第８回 犯罪報道に関する試験  

第９回 

災害とは何か 
    災害の種別とその概要について 
    災害時のマスコミの役割について 
 

 

第１０回 
阪神淡路大震災から学ぶ①   
   初動対応の遅れとマスコミ作用について（一部
DＶＤを活用） 

 

第１１回 

阪神淡路大震災から学ぶ②   
河川災害における避難勧告等の発令と報道の実際につ
いて 
被災者の実名報道について  
 

 

第１２回 
東日本大震災から学ぶ 
   避難報道の評価について（一部ＤＶＤを活用）  

第１３回 
緊急時の広報と記者会見 
   事前準備と適切な報道対応について  

第１４回 事例検討  



   災害想定に基づいて記者会見資料を策定する 
第１５回 災害報道についての筆記試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI203-
m01 

2.科目名 犯罪・災害報道論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠、山本昌宏 

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

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義（三木ｷｬﾝﾊﾟｽは、Zoom） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目で身につける知識・技法 
① 犯罪・災害の報道が理解できる。 
② マスメディアに関する知識が獲得できる。 
③ マスメディア情報に対する客観的な対応が身に付く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ﾎﾟﾘｼｰ)の(4)問題発見・解決力、(5)コミュニケーションス
キル、の学修に関連しています。 
マスメディアの犯罪・災害報道のあり方について学ぶ 
犯罪・災害報道と人権の問題について学ぶ 
犯罪・災害報道が社会に及ぼす作用について学ぶ 
 

19.教科書・教材 

犯罪報道論 
Zoom ミーティングに参加する  
https://**********/  
ミーティング ID: *** **** ****  
パスコード: ****** 
配布資料は s ドライブに保存 

20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

①犯罪について 授業中の小レポート     10％ 
②犯罪についての筆記試験                     40% 
③災害想定に基づいた記者会見資料作成    10% 
④災害報道についての筆記試験                   40% 
 

22.コメント 

(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 
 試験は毎回の講義で配付する資料から出題するので、試験前には配付資料をきちんと復習
してから受験すること 
 記述式の場合には、必ず最初に、講義で習ったことをきちんと書くこと 
 その上で、自分の考えを述べるのは良いが、きちんとした理論について触れることなく、



勝手な意見を書いても、得点にはならない 
 また、制限字数を大幅に下回るような状態で提出された答案は、60 点に満たないと心得
ておくこと 
 文字が読みにくい、日本語の文章になっていない場合は、内容にかかわらず、単位を取得
する権利を放棄したものと見なすので、その点を留意しておくこと 
(3) ⽣理心理学の実験に参加した者はボ-ナス加点する 
 実験参加は⽣理心理学の理解のひじょうに役に⽴つので、任意に参加してくれた学⽣に
は、試験の結果に点数を加点する 実験を実施する際にはぜひ協力して欲しい 
 

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

第 1 回 
ガイダンス 
 

zoom 実施のため、毎回ノートパソコンを持
参のこと 

第２回 
マスコミュニケーションとはなにか 
   犯罪報道の問題点について（講義）  

第３回 
「実名報道について」講義  
  

第４回 

被害者の実名報道、少年の実名報道、ミーガン法の問
題点について講義し、犯罪者の実名報道を含めて、グ
ループで討議           実名報道の是非
にかかるレポートをまとめる準備を行う 

 

第５回 
てるくはのる事件の報道被害について 
 

 

第６回 

てるくはのる事件の報道のあり方について、週刊誌の
記事を示してグループワーク 
            (授業中に、小レポート提
出） 
 

 

第７回 名張毒ぶどう酒事件をめぐる報道について−今後の犯
罪報道のあるべき姿ー 

 

第８回 犯罪報道に関する試験  

第９回 

災害とは何か 
    災害の種別とその概要について 
    災害時のマスコミの役割について 
 

 

第１０回 
阪神淡路大震災から学ぶ①   
   初動対応の遅れとマスコミ作用について（一部
DＶＤを活用） 

 

第１１回 

阪神淡路大震災から学ぶ②   
河川災害における避難勧告等の発令と報道の実際につ
いて 
被災者の実名報道について  
 

 

第１２回 
東日本大震災から学ぶ 
   避難報道の評価について（一部ＤＶＤを活用） 

 

第１３回 
緊急時の広報と記者会見 
   事前準備と適切な報道対応について 

 



第１４回 
事例検討 
   災害想定に基づいて記者会見資料を策定する 

 

第１５回 災害報道についての筆記試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI205-
m01 

2.科目名 犯罪心理学 （17 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠、板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

 本科目は、犯罪の発⽣原因や犯罪捜査、矯正、裁判などに関わる心理学の理論や制度・法
律を取りあげ、加害者、被害者、第三者といった様々な側面から、「犯罪」という現象に目
を向け、犯罪への理解を深めるとともに、その解決に向けた心理学的支援について学習する
ことを目的とする。 
【木曜 1 限】 中山 
 現在の犯罪の発⽣状況，検挙率の推移について学び，最近，発⽣の多い犯罪，その原因，
判例，犯罪捜査を理解する。 
(1)我が国の犯罪情勢について学ぶ 
(2)特殊詐欺の手口を学び、解決案の提案をする 
(3)死刑制度の存置と廃止に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 犯罪・非行の発⽣メカニズムを犯罪心理学の視点から説明できるようになる。 
② 犯罪・非行を繰り返させないための指導や効果的な教育・指導の内容を説明できるよう
になる。 
③ 犯罪・非行の抑止・解決に必要な要因を説明できるようになる。 
④ ①②③の知識をもとに問題を発見し、また、必要な情報を取集し、具体的な解決策を提示
することができるようになる。 

19.教科書・教材 

WebClass にレジュメをアップするので授業までに印刷しておくこと。 
月 5 限：入門 司法・犯罪心理学 -- 理論と現場を学ぶ 法と心理学会／監修(2022).有斐閣.  
定価 2,530 円（本体 2,300 円） 
ISBN 978-4-641-17474-0 

20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

【木曜 1 限】中山 
・小レポート(講義の数日前までの範囲で新聞記事を読んで、講義の最初に小レポート）：5% 
  学習目標① と対応 
・ワーク（振り込め詐欺対策、死刑判決についてのグループ討議）：5% 
 学習目標③と対応 授業の 6 回目にグループ討議 
・レポート提出（死刑制度の存置もしくは廃止について）webclass： 10% 
 学習の目標②に対応 
・最終試験：30% 
【月曜５限目】 
・授業毎ミニレポート（学習目標①②③④を問う）：20% 
・総括試験（学習目標①②③を問う）      ：30% 

22.コメント ※ レジュメは授業前に印刷をしておいてください。 



   パワーポイントの授業レジュメは印刷時に A4 用紙１枚に「横２枚×縦３枚」などで印刷
すると便利です。  
  
事件・裁判に関する資料収集、グループ討議など様々な形で積極的に講義に参加する学⽣を
望みます。 
※遅刻・欠席は厳禁です。受講態度により減点を行う場合があります。  
(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 
 試験は毎回の講義で配付する資料から出題するので、試験前には配付資料をきちんと復習
してから受験すること 
 記述式の場合には、必ず最初に、講義で習ったことをきちんと書くこと 
 その上で、自分の考えを述べるのは良いが、きちんとした理論について触れることなく、
勝手な意見を書いても、得点にはならない 
 また、制限字数を大幅に下回るような状態で提出された答案は、60 点に満たないと心得
ておくこと 
 文字が読みにくい、日本語の文章になっていない場合は、内容にかかわらず、単位を取得
する権利を放棄したものと見なすので、その点を留意しておくこと 
(3) ⽣理指標を用いた実験，うそ発見の実験への参加 （中山） 
 実験参加は心理学の理解のひじょうに役に⽴つので、実験を実施する際にはぜひ協力して
欲しい 

23.オフィスアワー 
中山 ●曜日・ 
板山：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

※奇数回は木曜：中山担当 
※偶数回は月曜：板山担当 
第 01 回 ガイダンス 
  ・ 本講義のねらいや、全体の構成について説明
する。  
  
第 02 回 犯罪心理学とは何か、犯罪統計 
 ・ 本講義のねらいや、全体の構成について説明す
る。   
 ・ 犯罪心理学とはどういう学問か、アプローチの
仕方によって犯罪・非行についての 切口が異なるこ
とを確認する。 

第 01 回 毎回、犯罪に関する新聞記事を読
んで整理しておく(2 時間）  
第 02 回 配布資料を熟読し、疑問点を整理
する。 

 

第 03 回 我が国の犯罪情勢について 
 警察組織と科学捜査  
第 04 回 犯罪の原因論① 
 犯罪の原因について⽣物学的要因の観点から説明す
る。 

第 03 回 刑法などの法律用語、警察の組織
名、担当部署の役割などについて専門用語調
べておく(2 時間） 
 刑法犯の認知件数、手口別の件数、検挙率
の推移を整理して最近の犯罪情勢をまとめる



(2 時間）  
第 04 回 教科書第２章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 05 回 特殊詐欺１ 
  いわゆるオレオレ詐欺としての交通事故を伴う振り
込め詐欺,架空請求、還付金詐欺について解説 
第 06 回 犯罪の原因論② 
 犯罪の原因について、性格の要因など心理学的要因
の観点から説明する。 

第 05 回 特殊詐欺の代表的な 4 つの 
手口に関する専門用語を調べておく(2 時
間） 
 特殊詐欺の発⽣件数と検挙率などを整理し
てまとめる(2 時間） 
第 06 回 教科書 第 3 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 07 回 特殊詐欺２ 融資保証金詐欺、株の取引、
男女交際、ギャンブル必勝法詐欺などについて解説す
る  
第 08 回 犯罪の原因論③ 
 犯罪の原因について、物理的・状況的な「環境」、
人間関係などの社会学的観点から説明する。 

第 07 回 特殊詐欺の最近の手口に関する専
門用語を調べておく(2 時間） 
 特殊詐欺の具体的手口を整理してまとめる
(2 時間） 
第 08 回 教科書 第 4 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 09 回 特殊詐欺３ 
 システム詐欺の構造、なぜだまされるのか  
第 10 回 DV について 
 親密な関係の中で起こる暴力について説明する 

第 09 回 これほどの防犯キャンペーンにも
かかわらず,なぜ高齢者が特殊詐欺になぜ騙
され続けるのかを考えて見る(2 時間） 
 特殊詐欺の騙しの手口についての社会心理
学的考察をおこなう（2 時間） 
  
第 10 回 最近発⽣した DV 事件について調
べる（1 時間）、教科書第 6 章に目を通して
おく（予習２時間） 

 

第 11 回 特殊詐欺４ 
 特殊詐欺に遭わないためには何をすればいいか、自
分の意見をまとめた上で、グループで発表,討議する
（特殊詐欺の対応に向けたレポートの準備） 
第 12 回 虐待について 
 子ども虐待や高齢者虐待に関する現状を解説すると
ともに、発⽣や防止に関わる心理的問題について解説
する。 

第 11 回 特殊詐欺に会わないようにするに
はどうしたらいいかを高齢者の⽴場で考える
(2 時間） 
 特殊詐欺の発⽣防止に対する国の施策につ
いて新たな提案を考える（2 時間）  
第 12 回 教科書第 7 章に目を通しておく
（予習２時間）最近発⽣した虐待に関する事
件を調べ、まとめる（2 時間） 

 

第 13 回 山口県光市における⺟子殺人事件(1)   
  山口県光市で発⽣した 18 歳の少年による殺人事件 
 発⽣から第一審までの経緯  
第 14 回 ストーキングについて 
 ストーカー加害者の特徴などについて解説する。 

第 13 回 光市事件の概要を調べておく（2
時間） 
 少年の死刑判決の可能性について整理する
（2 時間）  
第 14 回 最近発⽣したストーカー事件を調
べまとめる （２時間） 

 

第 15 回 山口県光市における⺟子殺人事件(2) 
光市事件の二審以降の展開 最高裁判決までの経緯を
説明する 
不謹慎な手紙、少年の実名報道について解説する 
第 16 回 物質・プロセス依存について 
 物質・プロセス依存の原因や治療について概説す
る。 

第 15 回 少年法の基本理念(1 条）、非行少
年の分類、少年の人権擁護(61 条）について
調べる（2 時間） 
 死刑判決に関する永山基準について整理し
てまとめる(2 時間） 
第 16 回 教科書 第 8 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 
第 17 回 山口県光市における⺟子殺人事件(3) 
これまでの死刑判決の判例を説明し、少年の死刑判決

第 17 回  死刑判決の存置と廃止について
諸外国の状況を調べておく（2 時間） 



の是非について考える  
第 18 回 窃盗について 
 窃盗の原因、動機、対策について解説する。 

 我が国での死刑判決の判例と死刑判決の理
由について整理する(2 時間）  
第 18 回 教科書 第 9 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 19  死刑判決について 
 グループ討議とレポートの準備  
第 20 回 犯罪捜査・プロファイリング 
 犯罪捜査とそれにかかわる心理学的問題について解
説する 

19 回 これまでに受けた講義を整理し、遺
族の気持ち、更⽣可能性、再犯防止の観点か
ら光市事件の判決の妥当性について、グルー
プ討議に野萎える（2 時間） 
 死刑判決の存置か廃止かについてどちらか
を選択肢、その理由をまとめてレポートを作
成する(2 時間）  
第 20 回 授業資料を振り返る（60 分） 
 

 

 
第 21 回 被害者支援について学ぶ 
 兵庫県警被害者支援室から外部講師   
第 22 回 聴取・目撃証言 
 被害者や被疑者への聴取、目撃者の証言に関する心
理学的問題について解説する。 
 

第 21 回 被害者支援とは何か、なぜ必要か
ということを予め調べておく(2 時間） 
 被害者支援に関する国内外の活動を整理
し、その必要性をまとめておく  
第 22 回 教科書第 11.12 章に目を通してお
く（予習２時間） 

 

第 23 回 犯罪とパーソナリティについて 
 ルーチンアクティビティ理論と犯罪原因論 
この日までに，死刑判決の存置・廃止のレポートを
webclass に提出。  
第 24 回 裁判について学ぶ 
 裁判について、主に裁判員裁判について解説する。 

第 23 回 犯罪の発⽣するメカニズムに関す
る理論を予め調べておく(2 時間） 
 ルーチンアクティビティ理論の有効性とそ
の適用範囲についてまとめる(2 時間） 
第 24 回 教科書 第 13 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 25 回 性犯罪被害,特に少女姦（ペドフェリア）に
ついて 
 我が国の状況,アメリカのミーガン法と性犯罪者登
録公開システム  
第 26 回 加害者支援について 
 再犯リスク低減のための取り組みについて学ぶ 

第 25 回 我が国で発⽣している強制性交、
子供に対する性犯罪の発⽣状況とその原因を
調べておく(2 時間） 
 ペドフェリアの原因と対策について整理す
る（2 時間） 
   
第 26 回 教科書 第 14 章に目を通しておく
（予習２時間） 
 

 

第 27 回 目撃証言 
 ロフタスの目撃証言を否定する実験 
 認知面接法による改善  
第 28 回 犯罪被害者について 
 ・被害者が受ける心理的な問題・被害などについて
取りあげる。 

第 27 回 目撃証言に関するロフタスの実験
的研究がどのようなものであったか、その概
要と専門用語を調べておく（2 時間） 
 誤った証言を引き出す理由とその対策につ
いて整理しまとめておく（2 時間）  
第 28 回 教科書 第 15 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 
第 29 回 木曜の振り返りと最終試験  
第 30 回 月曜の総括試験 
 ・総括試験を行う（資料の持ち込みは不可）。 

第 29 回 講義中に学修した専門用語、理論
を整理しておく 
第 30 回 これまでの授業を復習し、試験に
備える。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI206-
Y01 

2.科目名 司法・犯罪心理学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠、板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

 本科目は、犯罪の発⽣原因や犯罪捜査、矯正、裁判などに関わる心理学の理論や制度・法
律を取りあげ、加害者、被害者、第三者といった様々な側面から、「犯罪」という現象に目
を向け、犯罪への理解を深めるとともに、その解決に向けた心理学的支援について学習する
ことを目的とする。 
【木曜 1 限】 中山 
 現在の犯罪の発⽣状況，検挙率の推移について学び，最近，発⽣の多い犯罪，その原因，
判例，犯罪捜査を理解する。 
(1)我が国の犯罪情勢について学ぶ 
(2)特殊詐欺の手口を学び、解決案の提案をする 
(3)死刑制度の存置と廃止に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 犯罪・非行の発⽣メカニズムを犯罪心理学の視点から説明できるようになる。 
② 犯罪・非行を繰り返させないための指導や効果的な教育・指導の内容を説明できるよう
になる。 
③ 犯罪・非行の抑止・解決に必要な要因を説明できるようになる。 
④ ①②③の知識をもとに問題を発見し、また、必要な情報を取集し、具体的な解決策を提示
することができるようになる。 

19.教科書・教材 

WebClass にレジュメをアップするので授業までに印刷しておくこと。 
月 5 限：入門 司法・犯罪心理学 -- 理論と現場を学ぶ 法と心理学会／監修(2022).有斐閣.  
定価 2,530 円（本体 2,300 円） 
ISBN 978-4-641-17474-0 
木曜 1 限（中山） 
Zoom ミーティングに参加する 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
 

20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

【木曜 1 限】中山 
・小レポート(講義の数日前までの範囲で新聞記事を読んで、講義の最初に小レポート）：5% 
  学習目標① と対応 
・ワーク（振り込め詐欺対策、死刑判決についてのグループ討議）：5% 
 学習目標③と対応 授業の 6 回目にグループ討議 
・レポート提出（死刑制度の存置もしくは廃止について）webclass： 10% 



 学習の目標②に対応 
・最終試験：30% 
【月曜５限目】 
・授業毎ミニレポート（学習目標①②③④を問う）：20% 
・総括試験（学習目標①②③を問う）      ：30% 

22.コメント 

※ レジュメは授業前に印刷をしておいてください。 
   パワーポイントの授業レジュメは印刷時に A4 用紙１枚に「横２枚×縦３枚」などで印刷
すると便利です。  
  
事件・裁判に関する資料収集、グループ討議など様々な形で積極的に講義に参加する学⽣を
望みます。 
※遅刻・欠席は厳禁です。受講態度により減点を行う場合があります。  
(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 
 試験は毎回の講義で配付する資料から出題するので、試験前には配付資料をきちんと復習
してから受験すること 
 記述式の場合には、必ず最初に、講義で習ったことをきちんと書くこと 
 その上で、自分の考えを述べるのは良いが、きちんとした理論について触れることなく、
勝手な意見を書いても、得点にはならない 
 また、制限字数を大幅に下回るような状態で提出された答案は、60 点に満たないと心得
ておくこと 
 文字が読みにくい、日本語の文章になっていない場合は、内容にかかわらず、単位を取得
する権利を放棄したものと見なすので、その点を留意しておくこと 
(3) ⽣理指標を用いた実験，うそ発見の実験への参加 （中山） 
 実験参加は心理学の理解のひじょうに役に⽴つので、実験を実施する際にはぜひ協力して
欲しい 

23.オフィスアワー 中山 ●曜日・ 
板山：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

※奇数回は木曜：中山担当 
※偶数回は月曜：板山担当 
第 01 回 ガイダンス 
  ・ 本講義のねらいや、全体の構成について説明
する。  
  
第 02 回 犯罪心理学とは何か、犯罪統計 
 ・ 本講義のねらいや、全体の構成について説明す
る。   
 ・ 犯罪心理学とはどういう学問か、アプローチの
仕方によって犯罪・非行についての 切口が異なるこ

第 01 回 毎回、犯罪に関する新聞記事を読
んで整理しておく(2 時間）  
第 02 回 配布資料を熟読し、疑問点を整理
する。 



とを確認する。 

 

第 03 回 我が国の犯罪情勢について 
 警察組織と科学捜査  
第 04 回 犯罪の原因論① 
 犯罪の原因について⽣物学的要因の観点から説明す
る。 

第 03 回 刑法などの法律用語、警察の組織
名、担当部署の役割などについて専門用語調
べておく(2 時間） 
 刑法犯の認知件数、手口別の件数、検挙率
の推移を整理して最近の犯罪情勢をまとめる
(2 時間）  
第 04 回 教科書第２章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 05 回 特殊詐欺１ 
  いわゆるオレオレ詐欺としての交通事故を伴う振り
込め詐欺,架空請求、還付金詐欺について解説 
第 06 回 犯罪の原因論② 
 犯罪の原因について、性格の要因など心理学的要因
の観点から説明する。 

第 05 回 特殊詐欺の代表的な 4 つの 
手口に関する専門用語を調べておく(2 時
間） 
 特殊詐欺の発⽣件数と検挙率などを整理し
てまとめる(2 時間） 
第 06 回 教科書 第 3 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 07 回 特殊詐欺２ 融資保証金詐欺、株の取引、
男女交際、ギャンブル必勝法詐欺などについて解説す
る  
第 08 回 犯罪の原因論③ 
 犯罪の原因について、物理的・状況的な「環境」、
人間関係などの社会学的観点から説明する。 

第 07 回 特殊詐欺の最近の手口に関する専
門用語を調べておく(2 時間） 
 特殊詐欺の具体的手口を整理してまとめる
(2 時間） 
第 08 回 教科書 第 4 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 09 回 特殊詐欺３ 
 システム詐欺の構造、なぜだまされるのか  
第 10 回 DV について 
 親密な関係の中で起こる暴力について説明する 

第 09 回 これほどの防犯キャンペーンにも
かかわらず,なぜ高齢者が特殊詐欺になぜ騙
され続けるのかを考えて見る(2 時間） 
 特殊詐欺の騙しの手口についての社会心理
学的考察をおこなう（2 時間） 
  
第 10 回 最近発⽣した DV 事件について調
べる（1 時間）、教科書第 6 章に目を通して
おく（予習２時間） 

 

第 11 回 特殊詐欺４ 
 特殊詐欺に遭わないためには何をすればいいか、自
分の意見をまとめた上で、グループで発表,討議する
（特殊詐欺の対応に向けたレポートの準備） 
第 12 回 虐待について 
 子ども虐待や高齢者虐待に関する現状を解説すると
ともに、発⽣や防止に関わる心理的問題について解説
する。 

第 11 回 特殊詐欺に会わないようにするに
はどうしたらいいかを高齢者の⽴場で考える
(2 時間） 
 特殊詐欺の発⽣防止に対する国の施策につ
いて新たな提案を考える（2 時間）  
第 12 回 教科書第 7 章に目を通しておく
（予習２時間）最近発⽣した虐待に関する事
件を調べ、まとめる（2 時間） 

 

第 13 回 山口県光市における⺟子殺人事件(1)   
  山口県光市で発⽣した 18 歳の少年による殺人事件 
 発⽣から第一審までの経緯  
第 14 回 ストーキングについて 
 ストーカー加害者の特徴などについて解説する。 

第 13 回 光市事件の概要を調べておく（2
時間） 
 少年の死刑判決の可能性について整理する
（2 時間）  
第 14 回 最近発⽣したストーカー事件を調
べまとめる （２時間） 

 
第 15 回 山口県光市における⺟子殺人事件(2) 
光市事件の二審以降の展開 最高裁判決までの経緯を
説明する 

第 15 回 少年法の基本理念(1 条）、非行少
年の分類、少年の人権擁護(61 条）について
調べる（2 時間） 



不謹慎な手紙、少年の実名報道について解説する 
第 16 回 物質・プロセス依存について 
 物質・プロセス依存の原因や治療について概説す
る。 

 死刑判決に関する永山基準について整理し
てまとめる(2 時間） 
第 16 回 教科書 第 8 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 17 回 山口県光市における⺟子殺人事件(3) 
これまでの死刑判決の判例を説明し、少年の死刑判決
の是非について考える  
第 18 回 窃盗について 
 窃盗の原因、動機、対策について解説する。 

第 17 回  死刑判決の存置と廃止について
諸外国の状況を調べておく（2 時間） 
 我が国での死刑判決の判例と死刑判決の理
由について整理する(2 時間）  
第 18 回 教科書 第 9 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 19  死刑判決について 
 グループ討議とレポートの準備  
第 20 回 犯罪捜査・プロファイリング 
 犯罪捜査とそれにかかわる心理学的問題について解
説する 

19 回 これまでに受けた講義を整理し、遺
族の気持ち、更⽣可能性、再犯防止の観点か
ら光市事件の判決の妥当性について、グルー
プ討議に野萎える（2 時間） 
 死刑判決の存置か廃止かについてどちらか
を選択肢、その理由をまとめてレポートを作
成する(2 時間）  
第 20 回 授業資料を振り返る（60 分） 
 

 

 
第 21 回 被害者支援について学ぶ 
 兵庫県警被害者支援室から外部講師   
第 22 回 聴取・目撃証言 
 被害者や被疑者への聴取、目撃者の証言に関する心
理学的問題について解説する。 
 

第 21 回 被害者支援とは何か、なぜ必要か
ということを予め調べておく(2 時間） 
 被害者支援に関する国内外の活動を整理
し、その必要性をまとめておく  
第 22 回 教科書第 11.12 章に目を通してお
く（予習２時間） 

 

第 23 回 犯罪とパーソナリティについて 
 ルーチンアクティビティ理論と犯罪原因論 
この日までに，死刑判決の存置・廃止のレポートを
webclass に提出。  
第 24 回 裁判について学ぶ 
 裁判について、主に裁判員裁判について解説する。 

第 23 回 犯罪の発⽣するメカニズムに関す
る理論を予め調べておく(2 時間） 
 ルーチンアクティビティ理論の有効性とそ
の適用範囲についてまとめる(2 時間） 
第 24 回 教科書 第 13 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 25 回 性犯罪被害,特に少女姦（ペドフェリア）に
ついて 
 我が国の状況,アメリカのミーガン法と性犯罪者登
録公開システム  
第 26 回 加害者支援について 
 再犯リスク低減のための取り組みについて学ぶ 

第 25 回 我が国で発⽣している強制性交、
子供に対する性犯罪の発⽣状況とその原因を
調べておく(2 時間） 
 ペドフェリアの原因と対策について整理す
る（2 時間） 
   
第 26 回 教科書 第 14 章に目を通しておく
（予習２時間） 
 

 

第 27 回 目撃証言 
 ロフタスの目撃証言を否定する実験 
 認知面接法による改善  
第 28 回 犯罪被害者について 
 ・被害者が受ける心理的な問題・被害などについて
取りあげる。 

第 27 回 目撃証言に関するロフタスの実験
的研究がどのようなものであったか、その概
要と専門用語を調べておく（2 時間） 
 誤った証言を引き出す理由とその対策につ
いて整理しまとめておく（2 時間）  
第 28 回 教科書 第 15 章に目を通しておく
（予習２時間） 



 
第 29 回 木曜の振り返りと最終試験  
第 30 回 月曜の総括試験 
 ・総括試験を行う（資料の持ち込みは不可）。 

第 29 回 講義中に学修した専門用語、理論
を整理しておく 
第 30 回 これまでの授業を復習し、試験に
備える。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CRI206-
m01 

2.科目名 司法・犯罪心理学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠、板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

 本科目は、犯罪の発⽣原因や犯罪捜査、矯正、裁判などに関わる心理学の理論や制度・法
律を取りあげ、加害者、被害者、第三者といった様々な側面から、「犯罪」という現象に目
を向け、犯罪への理解を深めるとともに、その解決に向けた心理学的支援について学習する
ことを目的とする。 
【木曜 1 限】 中山 
 現在の犯罪の発⽣状況，検挙率の推移について学び，最近，発⽣の多い犯罪，その原因，
判例，犯罪捜査を理解する。 
(1)我が国の犯罪情勢について学ぶ 
(2)特殊詐欺の手口を学び、解決案の提案をする 
(3)死刑制度の存置と廃止に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 犯罪・非行の発⽣メカニズムを犯罪心理学の視点から説明できるようになる。 
② 犯罪・非行を繰り返させないための指導や効果的な教育・指導の内容を説明できるよう
になる。 
③ 犯罪・非行の抑止・解決に必要な要因を説明できるようになる。 
④ ①②③の知識をもとに問題を発見し、また、必要な情報を取集し、具体的な解決策を提示
することができるようになる。 

19.教科書・教材 

WebClass にレジュメをアップするので授業までに印刷しておくこと。 
月 5 限：入門 司法・犯罪心理学 -- 理論と現場を学ぶ 法と心理学会／監修(2022).有斐閣.  
定価 2,530 円（本体 2,300 円） 
ISBN 978-4-641-17474-0 
木曜 1 限（中山） 
Zoom ミーティングに参加する 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
 

20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

【木曜 1 限】中山 
・小レポート(講義の数日前までの範囲で新聞記事を読んで、講義の最初に小レポート）：5% 
  学習目標① と対応 
・ワーク（振り込め詐欺対策、死刑判決についてのグループ討議）：5% 
 学習目標③と対応 授業の 6 回目にグループ討議 
・レポート提出（死刑制度の存置もしくは廃止について）webclass： 10% 



 学習の目標②に対応 
・最終試験：30% 
【月曜５限目】 
・授業毎ミニレポート（学習目標①②③④を問う）：20% 
・総括試験（学習目標①②③を問う）      ：30% 

22.コメント 

※ レジュメは授業前に印刷をしておいてください。 
   パワーポイントの授業レジュメは印刷時に A4 用紙１枚に「横２枚×縦３枚」などで印刷
すると便利です。  
  
事件・裁判に関する資料収集、グループ討議など様々な形で積極的に講義に参加する学⽣を
望みます。 
※遅刻・欠席は厳禁です。受講態度により減点を行う場合があります。  
(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 
 試験は毎回の講義で配付する資料から出題するので、試験前には配付資料をきちんと復習
してから受験すること 
 記述式の場合には、必ず最初に、講義で習ったことをきちんと書くこと 
 その上で、自分の考えを述べるのは良いが、きちんとした理論について触れることなく、
勝手な意見を書いても、得点にはならない 
 また、制限字数を大幅に下回るような状態で提出された答案は、60 点に満たないと心得
ておくこと 
 文字が読みにくい、日本語の文章になっていない場合は、内容にかかわらず、単位を取得
する権利を放棄したものと見なすので、その点を留意しておくこと 
(3) ⽣理指標を用いた実験，うそ発見の実験への参加 （中山） 
 実験参加は心理学の理解のひじょうに役に⽴つので、実験を実施する際にはぜひ協力して
欲しい 

23.オフィスアワー 中山 ●曜日・ 
板山：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

※奇数回は木曜：中山担当 
※偶数回は月曜：板山担当 
第 01 回 ガイダンス 
  ・ 本講義のねらいや、全体の構成について説明
する。  
  
第 02 回 犯罪心理学とは何か、犯罪統計 
 ・ 本講義のねらいや、全体の構成について説明す
る。   
 ・ 犯罪心理学とはどういう学問か、アプローチの
仕方によって犯罪・非行についての 切口が異なるこ

第 01 回 毎回、犯罪に関する新聞記事を読
んで整理しておく(2 時間）  
第 02 回 配布資料を熟読し、疑問点を整理
する。 



とを確認する。 

 

第 03 回 我が国の犯罪情勢について 
 警察組織と科学捜査  
第 04 回 犯罪の原因論① 
 犯罪の原因について⽣物学的要因の観点から説明す
る。 

第 03 回 刑法などの法律用語、警察の組織
名、担当部署の役割などについて専門用語調
べておく(2 時間） 
 刑法犯の認知件数、手口別の件数、検挙率
の推移を整理して最近の犯罪情勢をまとめる
(2 時間）  
第 04 回 教科書第２章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 05 回 特殊詐欺１ 
  いわゆるオレオレ詐欺としての交通事故を伴う振り
込め詐欺,架空請求、還付金詐欺について解説 
第 06 回 犯罪の原因論② 
 犯罪の原因について、性格の要因など心理学的要因
の観点から説明する。 

第 05 回 特殊詐欺の代表的な 4 つの 
手口に関する専門用語を調べておく(2 時
間） 
 特殊詐欺の発⽣件数と検挙率などを整理し
てまとめる(2 時間） 
第 06 回 教科書 第 3 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 07 回 特殊詐欺２ 融資保証金詐欺、株の取引、
男女交際、ギャンブル必勝法詐欺などについて解説す
る  
第 08 回 犯罪の原因論③ 
 犯罪の原因について、物理的・状況的な「環境」、
人間関係などの社会学的観点から説明する。 

第 07 回 特殊詐欺の最近の手口に関する専
門用語を調べておく(2 時間） 
 特殊詐欺の具体的手口を整理してまとめる
(2 時間） 
第 08 回 教科書 第 4 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 09 回 特殊詐欺３ 
 システム詐欺の構造、なぜだまされるのか  
第 10 回 DV について 
 親密な関係の中で起こる暴力について説明する 

第 09 回 これほどの防犯キャンペーンにも
かかわらず,なぜ高齢者が特殊詐欺になぜ騙
され続けるのかを考えて見る(2 時間） 
 特殊詐欺の騙しの手口についての社会心理
学的考察をおこなう（2 時間） 
  
第 10 回 最近発⽣した DV 事件について調
べる（1 時間）、教科書第 6 章に目を通して
おく（予習２時間） 

 

第 11 回 特殊詐欺４ 
 特殊詐欺に遭わないためには何をすればいいか、自
分の意見をまとめた上で、グループで発表,討議する
（特殊詐欺の対応に向けたレポートの準備） 
第 12 回 虐待について 
 子ども虐待や高齢者虐待に関する現状を解説すると
ともに、発⽣や防止に関わる心理的問題について解説
する。 

第 11 回 特殊詐欺に会わないようにするに
はどうしたらいいかを高齢者の⽴場で考える
(2 時間） 
 特殊詐欺の発⽣防止に対する国の施策につ
いて新たな提案を考える（2 時間）  
第 12 回 教科書第 7 章に目を通しておく
（予習２時間）最近発⽣した虐待に関する事
件を調べ、まとめる（2 時間） 

 

第 13 回 山口県光市における⺟子殺人事件(1)   
  山口県光市で発⽣した 18 歳の少年による殺人事件 
 発⽣から第一審までの経緯  
第 14 回 ストーキングについて 
 ストーカー加害者の特徴などについて解説する。 

第 13 回 光市事件の概要を調べておく（2
時間） 
 少年の死刑判決の可能性について整理する
（2 時間）  
第 14 回 最近発⽣したストーカー事件を調
べまとめる （２時間） 

 
第 15 回 山口県光市における⺟子殺人事件(2) 
光市事件の二審以降の展開 最高裁判決までの経緯を
説明する 

第 15 回 少年法の基本理念(1 条）、非行少
年の分類、少年の人権擁護(61 条）について
調べる（2 時間） 



不謹慎な手紙、少年の実名報道について解説する 
第 16 回 物質・プロセス依存について 
 物質・プロセス依存の原因や治療について概説す
る。 

 死刑判決に関する永山基準について整理し
てまとめる(2 時間） 
第 16 回 教科書 第 8 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 17 回 山口県光市における⺟子殺人事件(3) 
これまでの死刑判決の判例を説明し、少年の死刑判決
の是非について考える  
第 18 回 窃盗について 
 窃盗の原因、動機、対策について解説する。 

第 17 回  死刑判決の存置と廃止について
諸外国の状況を調べておく（2 時間） 
 我が国での死刑判決の判例と死刑判決の理
由について整理する(2 時間）  
第 18 回 教科書 第 9 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 19  死刑判決について 
 グループ討議とレポートの準備  
第 20 回 犯罪捜査・プロファイリング 
 犯罪捜査とそれにかかわる心理学的問題について解
説する 

19 回 これまでに受けた講義を整理し、遺
族の気持ち、更⽣可能性、再犯防止の観点か
ら光市事件の判決の妥当性について、グルー
プ討議に野萎える（2 時間） 
 死刑判決の存置か廃止かについてどちらか
を選択肢、その理由をまとめてレポートを作
成する(2 時間）  
第 20 回 授業資料を振り返る（60 分） 
 

 

 
第 21 回 被害者支援について学ぶ 
 兵庫県警被害者支援室から外部講師   
第 22 回 聴取・目撃証言 
 被害者や被疑者への聴取、目撃者の証言に関する心
理学的問題について解説する。 
 

第 21 回 被害者支援とは何か、なぜ必要か
ということを予め調べておく(2 時間） 
 被害者支援に関する国内外の活動を整理
し、その必要性をまとめておく  
第 22 回 教科書第 11.12 章に目を通してお
く（予習２時間） 

 

第 23 回 犯罪とパーソナリティについて 
 ルーチンアクティビティ理論と犯罪原因論 
この日までに，死刑判決の存置・廃止のレポートを
webclass に提出。  
第 24 回 裁判について学ぶ 
 裁判について、主に裁判員裁判について解説する。 

第 23 回 犯罪の発⽣するメカニズムに関す
る理論を予め調べておく(2 時間） 
 ルーチンアクティビティ理論の有効性とそ
の適用範囲についてまとめる(2 時間） 
第 24 回 教科書 第 13 章に目を通しておく
（予習２時間） 

 

第 25 回 性犯罪被害,特に少女姦（ペドフェリア）に
ついて 
 我が国の状況,アメリカのミーガン法と性犯罪者登
録公開システム  
第 26 回 加害者支援について 
 再犯リスク低減のための取り組みについて学ぶ 

第 25 回 我が国で発⽣している強制性交、
子供に対する性犯罪の発⽣状況とその原因を
調べておく(2 時間） 
 ペドフェリアの原因と対策について整理す
る（2 時間） 
   
第 26 回 教科書 第 14 章に目を通しておく
（予習２時間） 
 

 

第 27 回 目撃証言 
 ロフタスの目撃証言を否定する実験 
 認知面接法による改善  
第 28 回 犯罪被害者について 
 ・被害者が受ける心理的な問題・被害などについて
取りあげる。 

第 27 回 目撃証言に関するロフタスの実験
的研究がどのようなものであったか、その概
要と専門用語を調べておく（2 時間） 
 誤った証言を引き出す理由とその対策につ
いて整理しまとめておく（2 時間）  
第 28 回 教科書 第 15 章に目を通しておく
（予習２時間） 



 
第 29 回 木曜の振り返りと最終試験  
第 30 回 月曜の総括試験 
 ・総括試験を行う（資料の持ち込みは不可）。 

第 29 回 講義中に学修した専門用語、理論
を整理しておく 
第 30 回 これまでの授業を復習し、試験に
備える。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1101-
Y01 

2.科目名 基礎演習Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 指定されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つの学修をすすめます。 
1．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテ
ーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2．ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で
学んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。具体的には就活に必要な自己 PR のた
めの材料を収集、蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②グループワークの進め方を身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑤E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
 

19.教科書・教材 ワークシート配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・1０点（学習目標①に対応） 
課題２：自己 PR 文の作成・・・1０点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出・・・2０点（学習目標③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出・・・１０点（学習目標④に対応） 
課題５：プレゼンテーションに関する評価・・・1０点（学習目標⑤に対応） 
課題６：ライティングワークシートの提出・・・１０ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、初
年次の科目の履修について説明する。 

 

第 2 回 

クリティカルシンキング① 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク①】 
グループワークに必要な態度を身につける 

次回授業関連資料を読んでくる 

第 3 回 
クリティカルシンキング② 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク②】 

★WS③ アサインメントシートの作成 



グループワークに必要な態度を身につける 

第 4 回 
クリティカルシンキング③ 
他者の⽴場にたつ 
視点を広げる 

★WS④を完成させる 
★テーマについて検索してみる 

第５回 
リーディング① テーマへの理解を深める（１） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（新聞記事を読み解く） 

★WS⑤の完成 

第６回 
リーディング② テーマへの理解を深める（２） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（統計資料を読み解く） 

★WS⑥を完成させる。 
★自分の主張する意見について再検討する。 

第 7 回 
グループでの発表資料の作成 ①  
アイデアの広がりと整理 ★資料収集 

第 8 回 グループでの発表資料の作成 ② 
リサーチ（調査）に基づいて意見をまとめる 

★資料収集 

第 9 回 プレゼンテーションに向けた準備① ★資料収集 
第 10 回 プレゼンテーションに向けた準備② ★発表の練習 
第 11 回 ゼミ内プレゼン ★WS⑩ 

第 12 回 クリティカルシンキング振り返りとまとめ（ライティ
ング） 

★WS⑪（６０分） 

第 13 回 
キャリアに関するプログラム① 
1 年⽣向けキャリア講座（講義） 
自己 PR の作成 

 

第 14 回 キャリアに関するプログラム② 
自己 PR の作成 

★自己 PR 修正,e ポートフォリオへ投稿 

第 15 回 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーでのグループ活動をふり返り、来学期
の目標を⽴てる。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1101-
Y02 

2.科目名 基礎演習Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 指定されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つの学修をすすめます。 
1．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテ
ーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2．ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で
学んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。具体的には就活に必要な自己 PR のた
めの材料を収集、蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②グループワークの進め方を身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑤E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
 

19.教科書・教材 ワークシート配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・1０点（学習目標①に対応） 
課題２：自己 PR 文の作成・・・1０点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出・・・2０点（学習目標③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出・・・１０点（学習目標④に対応） 
課題５：プレゼンテーションに関する評価・・・1０点（学習目標⑤に対応） 
課題６：ライティングワークシートの提出・・・１０ 

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

 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、初
年次の科目の履修について説明する。 

 

 

クリティカルシンキング① 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク①】 
グループワークに必要な態度を身につける 

★次回授業関連資料を読んでくる。 

 
クリティカルシンキング② 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク②】 

★WS③ アサインメントシートの作成 



グループワークに必要な態度を身につける 

 
クリティカルシンキング③ 
他者の⽴場にたつ 
視点を広げる 

★WS④を完成させる 
★テーマについて検索してみる 

 
リーディング① テーマへの理解を深める（１） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（新聞記事を読み解く） 

★WS⑤の完成 

 
リーディング② テーマへの理解を深める（２） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（統計資料を読み解く） 

★WS⑥を完成させる。 
★自分の主張する意見について再検討する。 

 
グループでの発表資料の作成 ①  
アイデアの広がりと整理 ★資料収集 

 グループでの発表資料の作成 ② 
リサーチ（調査）に基づいて意見をまとめる 

★資料収集 

 プレゼンテーションに向けた準備① ★資料収集 
 プレゼンテーションに向けた準備② ★発表の練習 
 ゼミ内プレゼン ★WS⑩ 

 クリティカルシンキング振り返りとまとめ（ライティ
ング） 

★WS⑪（６０分） 

 
キャリアに関するプログラム① 
1 年⽣向けキャリア講座（講義） 
自己 PR の作成 

 

 キャリアに関するプログラム② 
自己 PR の作成 

★自己 PR 修正,e ポートフォリオへ投稿 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーでのグループ活動をふり返り、来学期
の目標を⽴てる。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1101-
Y03 

2.科目名 基礎演習Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 指定されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つの学修をすすめます。 
1．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテ
ーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2．ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で
学んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。具体的には就活に必要な自己 PR のた
めの材料を収集、蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②グループワークの進め方を身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑤E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
 

19.教科書・教材 ワークシート配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・1０点（学習目標①に対応） 
課題２：自己 PR 文の作成・・・1０点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出・・・2０点（学習目標③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出・・・１０点（学習目標④に対応） 
課題５：プレゼンテーションに関する評価・・・1０点（学習目標⑤に対応） 
課題６：ライティングワークシートの提出・・・１０ 

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

 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、初
年次の科目の履修について説明する。 

 

 

クリティカルシンキング① 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク①】 
グループワークに必要な態度を身につける 

★次回授業関連資料を読んでくる。 

 
クリティカルシンキング② 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク②】 

★WS③ アサインメントシートの作成 



グループワークに必要な態度を身につける 

 
クリティカルシンキング③ 
他者の⽴場にたつ 
視点を広げる 

★WS④を完成させる 
★テーマについて検索してみる 

 
リーディング① テーマへの理解を深める（１） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（新聞記事を読み解く） 

★WS⑤の完成 

 
リーディング② テーマへの理解を深める（２） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（統計資料を読み解く） 

★WS⑥を完成させる。 
★自分の主張する意見について再検討する。 

 
グループでの発表資料の作成 ①  
アイデアの広がりと整理 ★資料収集 

 グループでの発表資料の作成 ② 
リサーチ（調査）に基づいて意見をまとめる 

★資料収集 

 プレゼンテーションに向けた準備① ★資料収集 
 プレゼンテーションに向けた準備② ★発表の練習 
 ゼミ内プレゼン ★WS⑩ 

 クリティカルシンキング振り返りとまとめ（ライティ
ング） 

★WS⑪（６０分） 

 
キャリアに関するプログラム① 
1 年⽣向けキャリア講座（講義） 
自己 PR の作成 

 

 キャリアに関するプログラム② 
自己 PR の作成 

★自己 PR 修正,e ポートフォリオへ投稿 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーでのグループ活動をふり返り、来学期
の目標を⽴てる。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1201-
Y01 

2.科目名 課題研究Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メン 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：
20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 02 回 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 03 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 04 回 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 05 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 06 回 

＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 07 回 ＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 

 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 10 回 

＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 11 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 
 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1201-
Y02 

2.科目名 課題研究Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
【概要】 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェク 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らこうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：
20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみでは不十分であり、積極的な活動がプ
ロジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲
しい。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルの
レイアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認
めない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



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

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 02 回 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 03 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 04 回 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 05 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 06 回 

＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 07 回 ＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 

 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 10 回 

＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 11 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 
 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1201-
Y03 

2.科目名 課題研究Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メン 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：
20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



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

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 02 回 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 03 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 04 回 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 05 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 06 回 

＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 07 回 ＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 

 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 10 回 

＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 11 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 
 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS1201-
Y04 

2.科目名 課題研究Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メン 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：
20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
月曜日昼 学習支援センター 
木曜日昼 研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 02 回 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 03 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 04 回 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 05 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 06 回 

＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 07 回 
＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 

 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 10 回 
＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 11 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 
 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y01 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メン 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

①外部講師の講義におけるワークシートや発表：15% 
②連携先との取り組み：15% 
③プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
④キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
⑤最終レポート：30％ 
⑥e ポートフォリオ：10% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
第 02 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
第 04 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 05 回 
第 06 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。  
＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 07 回 
第 08 回 
 

＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 
＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 09 回 
第 10 回 
 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 
＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 



第 11 回 
第 12 回 
 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別・共同実施 
ノート PC 持参 
 

第 13 回 
第 14 回 
 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表  
＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 
第 16 回 

＜春学期の総括と振り返り＞（春学期最終講） 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 
秋学期第 1 講 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 17 回 
第 18 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 19 回 
第 20 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



第 21 回 
第 22 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定  
合同発表会準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 23 回 
第 24 回 

合同発表会 
社会人基礎力・就活ワーク① 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 25 回 
第 26 回 

社会人基礎力・就活ワーク② 
社会人基礎力・就活ワーク③ 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 27 回 
第 28 回 到達確認試験の準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 29 回 
第 30 回 

到達確認試験の準備 
1 年間のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y02 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
【概要】 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェク 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
【春学期】 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
【秋学期】 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①客観的な情報を集め、分析し、課題を明確にすることができる。 
②地域に関する情報を発見し、観光活用に結び付けることができる。 
③地域に関わる多様な他者の意見を聞き出し、理解することができる。 
④自分の考えを的確にまとめてプレゼンテーションすることができる。 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らこうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

【春学期】 
成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：



20% 
【秋学期】 
学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関するルーブリックに基づいて評価し
ます。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1 回目の授業内で説明します。 
①連携先との 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみでは不十分であり、積極的な活動がプ
ロジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲
しい。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルの
レイアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認
めない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春第 01 回 
春第 02 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
共同実施 
ノートＰＣ持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

春第 03 回 
春第 04 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様  
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアポートオペレーションサービス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる  
共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 05 回 
春第 06 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 
＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

春第 07 回 
春第 08 回 

＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 
＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。  
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 



■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 ○講義内容を各自でまとめる。 
 

春第 09 回 
春第 10 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 
＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。   
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 11 回 
春第 12 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。  
共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 13 回 
春第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 
＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。   
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

春第 15 回 
秋第 1 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること  
シラバスを事前に読んでおくこと。 



オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

秋第 2 回 
秋第 3 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク  
＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 4 回 
秋第 5 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク  
＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 6 回 
秋第 7 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
合同発表会準備 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 8 回 
秋第 9 回 

合同発表会 
社会人基礎力・就活ワーク① 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 10 回 
秋第 11 回 

社会人基礎力・就活ワーク②  
社会人基礎力・就活ワーク③ 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 12 回 
秋第 13 回 

到達確認試験の準備 
到達確認試験の準備 

ノート PC 持参 
ノート PC 持参 

秋第 14 回 
秋第 15 回 

到達確認試験の準備  
PM 演習Ⅱのふりかえり 

ノート PC 持参 
最終レポートをまとめる  
最終レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y03 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メン 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績は WebClass、e ポートフォリオなどの提出データで評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：40% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：30% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記 1〜2 の項目での活動や学びの振り返りを e ポートフォリオにアップロードする：
20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



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

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 02 回 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 03 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 04 回 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 05 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 06 回 

＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 07 回 ＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 

 
ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 10 回 

＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 11 回 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 
 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y04 

2.科目名 課題研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■概要 
本授業は、「ウェルビーイング社会にとって『観光』は不要不急か」ということをテーマに
PBL 形式で行う。観光は地域社会のウェルビーイングの向上にどのように貢献し、また影響
するのか、ということを、１年間かけて考察していく。 
プロジェクトマネジメントの実践 
会社や組織では人と関わりながら仕事を行うが、特にチームでの仕事が多くなる。また、業
務上のルーティンワークとは別に個別にプロジェクトを割り振られ、期限内で目標以上の成
果を出すことを求められるプロジェクトに取り組むこともあり、これをプロジェクトマネジ
メン 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本授業の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力）に関連しています。 
■学習目標 
①情報を収集、分析し、活用することができる。 
②多様な他者の意見を理解し、コミュニケーションができる。 
③ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えること
ができる。 
④授業や活動の記録、まとめ等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるようになる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

①外部講師の講義におけるワークシートや発表：15% 
②連携先との取り組み：15% 
③プレゼンテーション資料の作成およびプレゼンテーション：20％ 
④キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
⑤最終レポート：30％ 
⑥e ポートフォリオ：10% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 
連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 



23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜日 昼 
学修支援センター：月曜日 昼 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
第 02 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・リフカレ（日報システ
ム）設定 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
第 04 回 

＜外部講師講義①＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 
＜外部講師講義②＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 

第 05 回 
第 06 回 

＜外部講師講義① まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。  
＜外部講師講義② まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 

第 07 回 
第 08 回 
 

＜外部講師講義③＞ 
神⼾税関 
＜外部講師講義③ まとめ＞ 
■前回の講義内容を各グループでまとめ、概要、発見
したこと、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対
する調べた結果をまとめて発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 09 回 
第 10 回 
 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 
＜FW＞または＜連携先の課題や取り組みについての
学修①＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○次回の外部講師について調べ、質問を作成
してくる。 



ある 

第 11 回 
第 12 回 
 

＜FW の振り返り＞または＜連携先の課題や取り組み
についての学修②＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別・共同実施 
ノート PC 持参 
 

第 13 回 
第 14 回 
 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表  
＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 
第 16 回 

＜春学期の総括と振り返り＞（春学期最終講） 
■業界研究の成果を e ポートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 
秋学期第 1 講 
オリエンテーション： 
■ 授業の目的と進め方 
■春学期のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 17 回 
第 18 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 
■フィールドワーク 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 19 回 
第 20 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■フィールドワークの準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



■フィールドワーク 

第 21 回 
第 22 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定  
合同発表会準備 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 23 回 
第 24 回 

合同発表会 
社会人基礎力・就活ワーク① 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 25 回 
第 26 回 

社会人基礎力・就活ワーク② 
社会人基礎力・就活ワーク③ 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 27 回 
第 28 回 

到達確認試験の準備 
ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 29 回 
第 30 回 

到達確認試験の準備 
1 年間のふりかえり 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2201-
Y05 

2.科目名 課題研究 （再） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 加藤恵介 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
この授業では、より論理的に言葉を使う能力を身につけることを目的としたトレーニングを
します。「論理トレーニング」という問題集に沿って、語や文の関係、主張と根拠の関係、
批判や議論の方法、などのテーマに沿った練習問題を解いていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習内容は DP の 2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。3.多様な価値観
を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。の学修に関連しています。 
語や文の関係、議論の構成を意識して言葉を用いることによって、 
①本や論文の内容をよりよく理解・把握できる。 
②発表や議論において自分の意見を明確に伝達することができる。 
③レポートや論文などにおいて、筋の通った説得力のある文章を書くことができる。 
④批判的な思考の能力を習得する。 

19.教科書・教材 『新版 論理トレーニング』野矢茂樹著、産業図書 
20.参考文献 適宜、授業中に指示します。 

21.成績評価 
課題問題（毎回）計 30 点（学習目標 1.4 に対応）  
各単元の小テスト（春学期・秋学期各 2 回）計 40 点（学習目標 1.4 に対応）  
学年末レポート 30 点（学習目標 2.3 に対応） 

22.コメント 普段から本や新聞などを読む際に、文章の組み⽴てを意識して読むことをおすすめします。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：水曜 2 限目 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回・
第 2 回】 

「論理的」とは？狭い意味での論理（演繹）と広い意
味での論理（言葉と言葉の関係） 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 3 回・
第 4 回】 

接続関係（語や文のつながり） 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 5 回・
第 6 回】 接続の構造（内容のつながり） 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 7 回・
第 8 回】 

議論の組み⽴て 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 9 回・
第 10 回】 

論証の構造 根拠と結論 
復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内



容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 11 回・
第 12 回】 

論証の評価 説得力があるか 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 13 回・
第 14 回】 

演繹と推測の違い 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 15 回・
第 16 回】 前期の振り返りと後期の予定 

復習：前期の内容について確認しておく  
予習：次回の内容説明に目を通しておく 

【第 17 回・
第 18 回】 仮説を⽴てる 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 19 回・
第 20 回】 

価値評価の構造と適切さ 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 21 回・
第 22 回】 演繹（1） ド・モルガンの法則 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 23 回・
第 24 回】 

演繹（2） 条件構造 逆・裏・対偶 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 25 回・
第 26 回】 推論の技術 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 27 回・
第 28 回】 

議論を作る 批判の重要性 

復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 予習：次回の内
容説明に目を通しておく 
課題：WebClass から提出 

【第 29 回・
第 30 回】 

論文の書き方 復習：授業でよく理解できなかった箇所がな
いかどうか、確認しておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y01 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習または課題研究を修得しているこ
と 

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

17.授業の目的と概要 

・「都市的空間」の社会学 
このゼミでは年間をとおして、現代社会における「都市的空間」について調べ、議論するグ
ループワークおよび個人ワークを実施します。 
１．社会調査の方法や社会学の考え方を学び（復習し）つつ、「居場所としての大学」につ
いての調査や議論をおこないます。このプログラムは学内 PBL として位置づけ、よりよい
⽣活環境づくりへの意識を高めることを目的とします。（春学期メイン） 
２．都市のさまざまな空間（公共空間、私的空間、商業空間など）に焦点をあて、文献購読
とフィールドワークをとおして、「都市で⽣活 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP の「(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を
自ら形成できる人間性、(2)主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（3）多様な価値
観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」の学修に関連していま
す。 
・学習目標 
①  社会調査の方法をふまえ、身近なところに課題を発見し、解決することができる。 
② 都市空間やまちづくりについてのフィールドワークを実施し、その結果をまとめ、発表
することができる。 
③ 卒業論文の執筆に向けて、社会学的な研究テーマを選定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 

19.教科書・教材 授業内にて説明します。 

20.参考文献 
南後由和『ひとり空間の都市論』ちくま新書、2018 年 
笹尾和宏『PUBLIC HACK 私的に自由にまちを使う』学芸出版社、2019 年 
その他、適宜紹介します。 

21.成績評価 

社会調査についての理解度を確認する課題（春学期）…学習目標①に対応（20 点） 
グループワークでの成果（春学期）…学習目標①に対応（10 点） 
PBL でのグループへの貢献（春学期）…学習目標①に対応（10 点） 
フィールドワークの記録（秋学期）…学習目標②に対応（10 点） 
フィールドワークのレポート（秋学期）…学習目標②に対応（20 点） 
卒業論文に向けたレポート（計画書）（秋学期）…学習目標③に対応（20 点） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
水曜昼休み 
金曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ［活動］オリエンテーション（春学期） 【準備・宿題】年間計画を⽴てる 

【第 2・3
回】 

［活動］「居場所としての大学」（ディスカッショ
ン）：これまでの学修と大学⽣活をふりかえりながら
考える 

【準備】大学についての情報収集 
【宿題】授業内での議論をまとめる 



【第 4〜7
回】 

［活動］社会調査・フィールドワークに関する文献購
読・ディスカッション 
（第６週 5/24 に中間発表） 

【準備】文献・資料を読む 
【宿題】授業内での議論をまとめる 

【第 8・9
回】 

［活動］学内 PBL の計画と準備（グループワーク） 
【準備】文献・資料を収集する 
【宿題】調査計画を修正・推敲する 

【第 10・11
回】 

［活動］学内 PBL リサーチ（グループワーク） 
【準備】予備調査を実施する 
【宿題】調査結果をまとめる（必要であれば
補充調査を実施する） 

【第 12・13
回】 

［活動］リサーチ結果をまとめる／期末発表会
（7/12） 

【準備】発表用資料を作成する 
【宿題】議論の結果をまとめる 

【第 14 回】 ［活動］夏学期に向けて（計画をたてる） 
【準備】計画書を作成する 
【宿題】作成した計画書を修正・推敲する 

【第 15 回】 ［活動］まとめ 【準備・宿題】e ポートフォリオへの記事投
稿（授業内で完成しなかった分について） 

【第 16・17
回】 

［活動］オリエンテーション（秋学期）／夏学期の報
告 

【準備】夏学期の活動発表できるようにして
おく 
【宿題】秋学期の計画をたてる 

【第 18〜21
回】 

［活動］「都市的空間」の社会学（文献購読、資料探
索） 

【準備】文献を読んでおく／発表の準備をす
る 
【宿題】授業内での議論をまとめる 

【第 22・23
回】 ［活動］「都市的空間」のフィールドワーク 

【準備】フィールドワークの計画をたてる 
【宿題】フィールドワークの結果をまとめる 

【第 24・25
回】 

［活動］フィールドワークの成果報告 【準備】発表の準備をする 
【宿題】議論をふまえレポートにまとめる 

【第 26〜28
回】 ［活動］卒業論文のテーマを考える 

【準備】発表の準備をする 
【宿題】卒業論文に向けたレポートを作成す
る（冬学期提出締め切り） 

【第 29 回】 ［活動］冬学期に向けて（計画をたてる） 【準備】計画書を作成する 
【宿題】作成した計画書を修正・推敲する 

【第 30 回】 ［活動］PBL 成果発表会 
【準備】発表の準備をする 
【宿題】議論の結果をまとめる 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y02 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習または、課題研究を修得している
こと 

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

17.授業の目的と概要 

ゼミの年間テーマ：＜メディア文化の社会学＞ 
メディアを通じた文化受容やコミュニケーションをテーマとして、メディアリテラシーや批
評力を養う。 
学内 PBL を通じてよりよい⽣活環境づくりへの意識を高める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を自ら
形成できる人間性、(2)主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（3）多様な価値観を
認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。の学修に関連している。  
本科目の学習目標は次のとおり。 
① ポピュラー文化に関する歴史や最近の動向を知り、議論することができる。 
② メディアの利用実態を把握し、メディアリテラシーを向上させることができる。 
③-1 ゼミでの議論や、データの分析、フィールドワークでの経験をつうじて、自身の卒業
論文の執筆テーマを見つけることができる。 
③-2 身近なところに課題を発見し、解決することができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

授業への積極的な参加姿勢態度（30％） [学習目標①②に対応］ 
口頭発表（40％） [学習目標①②③に対応］ 
レポート（20％） [学習目標③に対応］ 
PBL でのグループへの貢献（10％） [学習目標③に対応］ 

22.コメント 
報告に対しては主に口頭でフィードバックをおこなう。質問は常時受け付けるので積極的に
発言すること。 
夏休みには個人研究を行い、後期のはじめに報告会を行うことを予定している。 

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
 

オリエンテーション 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 2 回】
〜【第 6
回】 

ワークショップ 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 7 回】 
学内 PBL 中間発表会  
 

準備学習：報告資料をまとめる（100 分） 
復習：プロジェクトの実行計画を⽴てる



（100 分） 
【第８回】
〜【第１２
回】 

文献購読 
準備学習：予備調査を行う（100 分） 
復習：資料をまとめる（100 分） 

【第 1３回】 学内 PBL 発表会 準備学習：予備調査を行う（100 分） 
復習：資料をまとめる（100 分） 

【第 14 回】
〜【第 15
回】 

 研究計画発表 
準備学習：報告資料をまとめる（100 分） 
復習：プロジェクトの実行計画を⽴てる
（100 分） 

【第 16 回】
〜【第 18
回】 

個人報告 
準備学習：調査結果をまとめる（100 分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 19 回】
〜【第 23
回】 

文献購読 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 24 回】 ワークショップ 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 25 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 26 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 27 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 28 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 29 回】 卒論計画（個人テーマ）発表 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 



【第 30 回】 学内 PBL 成果報告 
準備学習：報告資料をまとめる（100 分） 
復習：プロジェクトの評価を行う（100 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y03 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習(遠隔授業の場合は、ZOOM などを使
用する） 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

私たちは普段気が付いていなくても、さまざまなところで、自分の「心（こころ）」に影響
を受けています。心（こころ）の働きは、その人の問題だけではなく、ビジネスや、家族関
係、友人関係にも関係し、社会にも影響を与えることがあります。この授業では、そんな
「心（こころ）」についての学問である心理学について学び、卒業研究に向けて、基本的知
識及び技術の習得を目指します。特に、研究テーマの探索、研究方法、論文作成などを中心
的に学びます。学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画）を通じて、居場所・居心地をキ
ーワードに心理学の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかなで豊かな知性を自ら
形成でき 
る人間性、(2)主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力、（3）多様な価値観を認め、他
者とのコ 
ミュニケーションを深め、連携していく力の学修に関連していま
す。                                           
本科目の学習目標は以下の通りです。                                                                                                                                
①関心があるテーマに基づき、先行研究を調べ、それをまとめ、発表することができるよう
になる。 
②研究方法について学び、自分でデータ収集、分析ができるようになる。 
③収集したデータを分析し、論文にまとめることができるようになる。 
④グループワークや PBL を通じて、他学⽣とコミュニケーションを深めることができるよ
うになる。 
⑤身近なところに課題を発見し、解決することか?て?きる。 
 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 
20.参考文献 関連する文献情報は初回授業でアナウンスし、授業中にも適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・受講態度…30 点【学習目標①②③④に対応】  
・PBL でのグループへの貢献…10 点【学習目標④⑤に対応】     
・授業内の各種課題（発表も含む）…60 点【学習目標①②③④に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 

発表とレポートにより評価しますが、毎週の参加が前提であると考えてください。PBL を含
め、他学⽣とコミュニケーションを取り、積極的な態度で授業に臨んでください。講義形式
ではないので注意してください。発表後にフィードバックを行います。また、データの分析
にはコンピュータを使用するので、Excel、Word の基礎知識が必要となります。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜４限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
ガイダンス ・オリエンテーション（本授業の目標・
内容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の留意
点などについて説明する 自己紹介を行う） 

復習：今回の復習  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 2 回】 
 

資料収集  
・実習 資料（本、論文、WEB 資料など）の探し方
について学ぶ  
 

復習：今回の復習  
課題：関心があるテーマを選び、資料を検索
してまとめる 
パソコンを持参 

【第 3 回】 
心理学の研究法 
・講義 質問紙法を中心に心理学の研究法やデータ収
集について学ぶ 

復習：今回の復習  
課題：実際の質問紙法を利用した心理学の研
究論文を読む 

【第 4 回】 
【第 5 回】  
【第 6 回】 
【第 7 回】 
【第 8 回】 
【第 9 回】 

学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画） 
【第 4 回】PBL グループワーク 
学科共通の PBL として、心理学の視点から、大学の
学⽣の適応、居場所づくりについて考える。 
【第 5 回】PBL 中間発表 
学科内で合同ゼミを行い、現在の自分たちの考えや研
究について発表する 
【第６回・第７回】PBL・グループワーク 
合同ゼミでの発表を受けて、グループワークで学⽣の
適応、居場所づくりについて調べるためにどのような
調査を行うか、研究デザインを考える。 
【第８回】PBL・グループワーク 
グループごとに質問紙の作成を含めた準備 

パソコンを持参  
【第 4 回】 
課題：グループで考えた研究についての資料
を収集し、発表資料をまとめる 
【第 5 回】 
課題：フィードバックを受けて、調査・研究
の修正を行う 
【第 6】 
課題：フィードバックを受けて、調査・研究
の修正を行う 
【第７回】 
課題：研究内容を具体化する 
【第８回】 
課題：質問紙の印刷など調査の準備を行い、
調査を実施できるようにする 
【第９回】  
課題：実施した調査結果をまとめる 

【第 10 回】 
【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画） 
データの収集法・分析 
【第 10 回】 
・講義 心理学の研究法やデータ収集について学ぶ  
【第 11 回】 
・グループワーク・実習 実際に収集したデータの分
析を行う 
【第 12 回】  
・グループワーク・実習 分析したデータをまとめる 
 

パソコンを持参  
【第 10 回】 
・課題 学習内容を振り返り、次回の分析に
向けた準備を行う 
【第 11 回・第１２回】 
・課題 分析結果について読み解き、自分の
考えをまとめる 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

学内 PBL（神⼾山手キャンパス楽園化計画） 
発表と資料作成 
【第 13 回】発表スライドの作成  
・実習 パワーポイントを用いた資料の作成と発表の
仕方について学ぶ  
【第 14 回】 
・第１２回まででまとめた結果について、
PowerPoint にまとめ、ゼミ内で発表する 

パソコンを持参  
【第 13 回】 
・課題 第１２回までの調査結果を
PowerPoint にまとめる 
【第 14 回】  
・課題 発表のフィードバックを受け、学内
PBL の発表準備を行う 

【第 15 回】 学内 PBL 発表会 
他フィールドの学⽣の前で発表を行い、交流する 

課題：自分の研究テーマについて考える 
復習：15 回の授業を通して学んだことを整
理する 



【第１６
回】 

ガイダンス  
・オリエンテーション（春学期の振り返りと秋学期の
授業の進め方について） 

課題：春学期に行った PBL に関してまとめ
て、発表資料を作成する 

【第１7 回】 

研究テーマの探し方 
実習 研究テーマの選び方について学び、マインドマ
ップなどを用いて、自分が関心あるテーマを見つけ
る。 

課題：研究テーマ⽴案 

【第１8 回】 
論文の書き方  
・実習 レポートや論文の書き方について学ぶ 

課題：研究計画について考え、発表の準備を
行う   
 

【第 19 回〜
第 21 回】 

卒業論文のテーマについての発表  
・実習 各自が関心を持ったテーマについて調べ、文
献を読み発表し、議論する  
 

課題：関心を持ったテーマについて資料を収
集し、発表の準備を行う   
復習：発表内容の振り返りと議論について考
える  
 

【第 22 回】 
図書館ガイダンス 
・実習 図書館に赴き、図書館での資料の収集などに
ついて再度学びなおす 

課題：研究計画について考え、発表の準備を
行う   
 

【第 23 回〜
第 28 回】 

卒論計画（個人テーマ）発表 
・卒論の研究計画について具体的に考え、発表する 

課題：研究計画について考え、発表の準備を
行う   
復習：発表内容の振り返りと議論について考
える   
 

【第 29 回】 
卒論計画（個人テーマ）発表のフィードバックと秋学
期のまとめ 
 

課題：フィードバックを受けて、卒業研究に
向けた修正を行う 
復習：授業を通して学んだことを整理する  
 

【第 30 回】 学内 PBL 成果報告 

課題：フィードバックを受けて、卒業研究に
向けた修正を行う 
復習：授業を通して学んだことを整理する  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y04 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習または、課題研究を修得している
こと 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
春学期：うまく大学⽣活を送る・社会に出ていく準備をするために、心や行動のあり方を考
える。 
秋学期：ＳＤＧｓと私たちと経済活動を考える。卒業論文の準備をする。 
【概要】 
春学期：テキスト講読に沿って、自分の心や行動のあり方を考え、今後の就職活動に⽣か
す。 
秋学期：ＳＤＧｓを通して、私たちの思考と⽣活のあり方を考える。そして経済活動の中で
どのように取り組まれているかを知り、それがどのように私たちとつながっているのかを考
える。 
学内 PBL を通じてよりよい⽣活環境づくりへの意識を高める。 
また、論文の書 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【本科目と関連している DP】 
（１）健やかで調和のとれた人格と、しなやかで豊かな知性を自ら形成できる人間性 
（２）主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力 
（３）多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力 
【学習目標】 
①KJ 法を使って、自分たちの大学⽣活の現状把握ができるようになる。 
②⽣活がうまくいくような心と行動のあり方を知った後、自分について考えることができ
る。 
③基本的な論文の書き方ができるようになる。 
④ＳＤＧｓと私たちと経済活動のつながりを見つけ、説明できるようになる。 
⑤自分の卒論のテーマを見つけることができる。 
 

19.教科書・教材 
『スタンフォードの心理学講義 人⽣がうまくいくシンプルなルール』ケリー・マクゴニガ
ル著、日経 BP 社、978-4-8222-3096 

20.参考文献  

21.成績評価 

春学期 
KJ 法成果物（学習目標①に対応）20％ 
口頭発表（学習目標②に対応）20％ 
PBL でのグループへの貢献 10% 
秋学期 
レポート（学習目標③に対応）25％ 
口頭発表（学習目標④に対応）25％ 
PBL でのグループへの貢献(活動ができる時、その活動への取り組みと振り返り)（学習目標
②に対応）10％（＋α） 



 
22.コメント コツコツやれば、必ずいいことがあります。一緒にがんばりましょう。 
23.オフィスアワー 研究室：金昼休み、学習支援センター：木昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
第 2 回 
 

ガイダンス 
学科共通課題 
KJ 法 

毎回パソコンを持参すること。 
KJ 法のラベルを考える。 
 

第 3 回 
第 4 回 
 

学科共通課題 
KJ 法 

KJ 法ラベル集め 
 

第 5 回 
第 6 回 

学科共通課題 
KJ 法 KJ 法ラベル集め 

第 7 回 
第 8 回 
 

学科共通課題 
テキスト講読の進め方 
 

KJ 法図展開 

第 9 回 
第 10 回 
 

学科共通課題 
テキスト講読、発表 
 

KJ 法図展開 
テキスト発表準備 

第 11 回 
第 12 回 
 

学科共通課題 
テキスト講読、発表 
 

テキスト発表準備 

第 13 回 
第 14 回 

学科共通課題 
テキスト講読、発表 
 

テキスト発表準備 

第 15 回 
第 16 回 

学科共通課題 
テキスト講読 
春学期のまとめ、夏休みの課題について 
夏休みの課題の確認 
秋学期に向けての説明 
 

 

第 17 回 
第 18 回 
 

論文の書き方 
ＳＤＧｓと経済活動 

論文練習 
発表準備 

第 19 回 
第 20 回 

論文の書き方 
口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 

論文練習 
発表準備 

第 21 回 
第 22 回 

論文の書き方 
口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマについて 

論文練習 
発表準備 

第 23 回 
第 24 回 

論文の書き方 
口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマと先行研究、参考文献 

専攻文献や参考文献を探し、リストを作る 

第 25 回 
第 26 回 

口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマの候補選定、参考文献リスト確認 専攻文献や参考文献を探す 

第 27 回 
第 28 回 

口頭発表：ＳＤＧｓと経済活動 
卒論テーマの候補選定 

卒業研究テーマ発表準備 

第 29 回 
第 30 回 

卒論テーマの候補の発表 
春休みの課題について 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y05 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件 基礎演習または課題研究を修得しているこ
と 

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

17.授業の目的と概要 
建築・インテリアに関する知見を深め、現代社会の⽣活基盤である建築・インテリアの課題
の発見と、より良い建築を設計るための基礎となる調査・研究方法を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。     
本科目の学習目標は  
①資料調査やフィールドワークを通してそれまでに身に付けた研究方法をより専門的レベル
に応用することができる。  
②自発性、分析力、構成力、表現力を高め、建築・インテリアに関する問題発見から解決方
法の発見ができる。  
③4 年次の卒業研究・卒業設計の基礎を身に付け、自分の研究・設計テーマを設定できる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献  

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。  
学内 PBL への貢献度 調査、提案、基礎資料作成など含む 10 点 
演習課題の提出物 10 回 ・・・70 点 （学習目標の①資料調査やフィールドワークを通
してそれまでに身に付けた研究方法をより専門的レベルに応用することができる。②自発
性、分析力、構成力、表現力を高め、建築・インテリアに関する問題発見から解決方法の発
見ができる。に対応） と  
各期最終回成果発表・・・20 点 （③4 年次の卒業研究・卒業設計の基礎を身に付け、自分
の研究・設計テーマを設定できる。に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】        
【第 2 回】 

ガイダンス 設計・研究の進め
方                                   
建築インテリアの専門雑誌、書籍の調べ方 
学内 PBL として一号館食堂と前の広場についての調
査と提案を行う。 
はじめに食堂と広場の実測、その作図、等を行う。 
 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 3 回】     
【第 4 回】 

図書館での事例調査 
商店建築、新建築、等より食堂の類似事例を探し、そ

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 



の平面計画、家具計画、⾊彩計画、動線計画などを調
べ、本計画に活かすための資料集めをする。 
 

【第 5 回】      
【第 6 回】 

現況の食堂と広場の図面化 （平面図 展開図）と模
型化を行い、提案への基礎資料とする。 
現況の食堂の問題点を整理し、何を提案するかの方針
を⽴てる。 
中間発表；抽出した問題点を中間発表会で発表する。 
  調べた類似事例の特徴と本計画への応用可能性に
ついても発表する。 
調査事例に近い建築インテリアのフィールドワーク等 
建築インテリアの専門誌、書籍より興味のあるプロジ
ェクトを選び、空間構成、動線計画等を詳細に調べ
る。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 7 回】     
【第 8 回】 

グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
適宜進捗状況をゼミ内でプレゼンする。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 9 回】         
【第 10 回】 

グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
適宜進捗状況をゼミ内でプレゼンする。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 11 回】         
【第 12 回】 

各自調べたプロジェクトの特徴を用いて具体的な設計
に活用する方法を探る 
グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
適宜進捗状況をゼミ内でプレゼンする。 
全体発表会への発表準備 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 13 回】         
【第 14 回】 

グループごとにプロジェクトを具体化する。 
製図とスタディ模型による検討を進める。 
14、15 回目のゼミ内プレゼンの準備を行う。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 15 回】 前期成果発表 ディスカッション 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 16 回】          
【第 17 回】 

前期提案内容から実施可能性を検討し、実現させる案
を検討する。 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 18 回】         
【第 19 回】 

実施案の具体案を作成、決定し、グループ分けにより
役割分担を決める。 
材料の調達開始、制作道具の調達など。 
 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 20 回】
〜       
【第 22 回】 

実施案の制作 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 23 回】         
【第 24 回】 

実施案の制作と年内の完成 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 25 回】         
【第 26 回】 

実施案の制作と完成  
卒業制作の基礎資料集め 
 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 27 回】          
【第 28 回】 

卒業制作の資料集め 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 



【第 29 回】         
【第 30 回】 

秋学期成果発表 
卒業制作の方針発表会 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y06 

2.科目名 専門演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■ この演習ではグローバルなビジネス環境・組織・経営の実態を理解し、戦略的なマネジ
メントを実践する能力を身につける。 
■ ビジネスを営利・非営利、組織形態等を問わない「事業目的を実現するための活動の総
称」として、「新しい社会的価値の創出」をその最終目標として定義する。各自の関心のあ
る領域におけるビジネス環境・組織・経営の実態を理解し、戦略的なマネジメントを実践す
る能力を身につける。 
■ 更に、「グローバルなビジネス環境で活躍できる個性豊かな人材となる」を目標に、社
会人に求められ 3 つの基礎力を知識⇒理解⇒ス 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

「WV Model」を理解し、身につけることは、「問題発見」・「問題解決に向けての広い視野と
想像力と行動力」・「コミュニケーション能力」を養ことに直結している。 

19.教科書・教材 

クレイトン・M・クリステンセン、ジェームズ・アルワース、カレン・ディロン著「イノベ
ーション・オブ・ライフ」櫻井裕子訳、翔泳社 
原題 「How Will You Measure Your Life?」で、ハーバードビジネススクール（HBS）のク
リステンセン教授が 2010 年に HBS の卒業⽣全員に向けて行った最後の講義を基に書かれて
いる。 

20.参考文献 講義において都度提示する 

21.成績評価 

演習ノート   ：25％ 
 ＊演習：「専門演習」専用のノート（A4 版）を作成し、毎回の講義ノートを以下の項目に
従って作成する。詳細は第 1 回授業で指示する。 
 1) Expectation（予習を通じての講義への期待） 
 2) Summary & Key Words（講義内容のまとめ） 
 3) Reflection & Questions（振り返りと復習） 
 4) Assignment（講義で指示された課題のレポート） 
課題発表    ：25% 
課題レポート  ：30% 
PBL グループ貢献：15％ 
e ポート 

22.コメント 

本講義では、講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業におけるマ
ネジメント経験と、現在行っているビジネス・コンサルテーション経験をベースに、グロー
バル・ビジネスの最前線における経営（マネジメント）について、具体的な事例研究を交え
て講義する。 

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

【第 1&2 回
目】 

＜ガイダンス&イントロダクション＞ 
＜WV Model 問題解決（１）＞ 
 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  



■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 3&4 回
目】 

＜WV Model 問題解決（２）＞ 
＜PBL テーマ設定＞ 
■ 4〜5 グループでの活動 
 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 
 

【第 5&6 回
目】 

＜PBL テーマ設定（２）＞ 
＜PBL テーマ学年全体発表会＞ 
■ 5 月 24 日（⽕）の予定 

■ グループ毎に PBL テーマを設定し、発
表 ppt 資料を作成する。 
■ 次の講義の予習として、テキストの該当
箇所を読む。 

【第 7&8 回
目】 

＜テキスト輪読（１）＞ 
序講 
 第 1 講：羽があるからと言って…… 
第 1 部 幸せなキャリアを歩む 
 第 2 講：わたしたちを動かすもの 
 第 3 講：計算と幸運のバランス 
 第 4 講：口で言ってるだけでは戦略にならない 

■ 次の講義の予習として、テキストの該当
箇所を読む。 
■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 9&10
回目】 

＜テキスト輪読（２）＞ 
第 2 部 幸せな関係を築く 
 第 5 講：時を刻み続ける時計 
 第 6 講：そのミルクシェイクな何のために雇った
のか？ 
 第 7 講：子どもたちをテセウスの船に乗せる 
 第 8 講：経験の学校 

■ 次の講義の予習として、テキストの該当
箇所を読む。 
■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 
 

【第 11&12
回目】 

＜テキスト輪読（３）＞ 
 第 9 講：家庭内の見えざる手 
第 3 部 罪人にならない 
 第 10 講：この一度だけ 
 終講 
 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 13&14
回目】 

＜テキスト輪読（４）＞ 
＜PBL 学年全体発表会＞ 
■ 7 月 12 日（⽕）の予定 
 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 15&16
回目】 

＜講義前半の振り返りと夏休み課題の確認＞ 
■ 講義前半の振り返り 
■ 夏休み課題の確認 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 17&18
回目】 

＜秋学期に向けて＞ 
■ 夏休み課題の発表  
■ ｅポートフォリオへの春学期の振り返り・秋学期
の目標の投稿 
■ PBL プロジェクト化 
 テーマの絞り込みとプロジェクト化 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 



【第 19&20
回目】 

＜論文の書き方＞ 
■ 論文の構成を理解する 
■ 論理的な書き方を学ぶ 
＜卒論テーマ候補の抽出＞ 
■ ビジネス領域の絞り込み 
■ テーマ設定の切り口 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 21&22
回目】 

＜情報収集＞ 
■ 研究に必要な情報収集 
■ 参考資料リストのファイル作成 
＜先行研究調査＞ 
■ 研究テーマ候補の先行研究調査 
■ 研究テーマ候補を選定 
＜論文の組み⽴て＞  
■ レポート概要の考察 
■ 発表資料の作成 

■「専門演習」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 

【第 23&24
回目】 

＜個人発表（１）＞ 
 

■ 個人発表資料の作成 

【第 25&26
回目】 

＜個人発表（２）＞ 
 

■ 個人発表資料の作成 

【第 27&28
回目】 

＜PBL プロジェクト成果ゼミ内発表会＞  
＜3 年⽣の振り返りと 4 年⽣に向けて＞ 
■ 振り返り 
■ 春休み課題の確認 
 

■ PBL プロジェクト成果発表資料の作成 

【第 29&30
回目】 

＜PBL 成果学年全体発表会＞ 
＊日程等詳細は未定 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2301-
Y07 

2.科目名 専門演習 （再）（2018 年度⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 マーケティング（流通）専攻 9.履修学年 
３年⽣以上（2020 年度
以前入学⽣） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、ホテルビジネス（ホテル事業
論）、ブライダルビジネス（ブライダルビ
ジネス論） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 名 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布・配信します。 
20.参考文献 適宜、資料を配布・配信します。 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
工程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい



ては、基本的には認められませんので留意して下さい。  
 

22.コメント 

前年度に引き続き、BRANCH 神⼾学園都市との連携協力による PBL を行います。 
今年度のテーマは、前年度同様マーケティング調査に加え、SNS 発信、B-COLLEGE、イベ
ント（年３回）への参加などを通して、マーケティング全般の活動や運営について会見的に
学ぶとともに、若者目線による問題点・改善点を発見、提案していくことをミッションとし
て取り組んでいきます。 
なお授業回数と内容については連携協力の性質上、BRANCH 神⼾学園都市と相談の中で逐
次変化していきます。前年度同様に授業時間外での活動などもありますので、通常授業との
差し替えなどで調整します。また２年次は個人ワークを中心としましたが、３年次はグルー
プワークによる活動も積極的に取り入れていく予定です。 
★SNS についての取り組みを特定の授業回数の位置で記載していますが、実際は年間通して
の取り組みとなるためここでは便宜上のものとします。また B-COLLEGE（年間数回）およ
びイベント（年間３回）についても、具体的な実施時期は都度変化しますので、これらにつ
いても授業回数の位置は暫定的なものとなります。 
★春学期の専門研究Ⅰと秋学期の専門研究Ⅱは、同じ内容になっていますが、上記の理由に
よるもので、マーケティング調査や SNS 発信など、各取り組みは同時並行で進めることに
なります。 
 

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

第 1 回 

授業ガイダンス。 
新年度の授業内容、おおまかな連携協力の予定につい
ての説明。 
提出物、成績評価、発表等に関する一連の年間予定を
説明。 
 

前年度の取り組み成果についての振り返り 

第 2 回 

【マーケティング調査】 
年間予定をもとに、マーケティング調査に関する計画
を⽴案。 
BRANCH 神⼾学園都市への調査についての個人ワー
ク。前年度の振り返りとともに具体的な調査内容を検
討する。 

次回のグループワークのための個人ワークを
まとめる 

第 3 回 

【マーケティング調査】 
前回の個人ワークをもとにグループワークを行う。各
グループごとに具体的な提案をまとめ発表、
BRANCH への提案としてまとめる。  
 

【課題３】 
次回の発表のためグループワークをまとめる 

第 4 回 

【マーケティング調査】 
前回のグループワークでまとめた内容をもとに、
BRANCH 神⼾学園都市へ提案をし、協議を行う。 
 

提案・協議したものをまとめ、調査の準備を
行う 

第 5 回 
【マーケティング調査】 
マーケティング調査の実施。設定した調査手順に基づ
き、調査を実施する。 

自身の調査結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
調査結果をもとに個人ワークで集計・分析を行う。 個人ワークで集計・分析結果をまとめておく 



 
【マーケティング調査】 
前回の個人ワークでまとめたものをもとにグループワ
ーク。グループによる調査報告書をまとめる。 

グループワークによる結果を報告書としてま
とめる 

 
【マーケティング調査】 
完成した調査報告書のゼミ内での発表、および
BRANCH への報告（発表）を行う。 

発表した結果を振り返りとしてまとめる 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2302-
Y01 

2.科目名 専門研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
各専攻（エアライン・ホテルブライダル・旅行・
観光ビジネス専攻（地域コース）など 9.履修学年 

３年⽣以上（2020 年度
以前入学⽣） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、エアラインビジネス論、現代航空
事情 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ゼミ振り分けの人数 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイデアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテー
ションができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を配信します。 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

専門研究Ⅰ 個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
      行程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
      専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
専門研究Ⅱ 調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
      発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 
調査研究報告書（6000 字以上）：50%  ・・・学習目標①② 



※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習 

22.コメント 

エアライン専攻ゼミでは、最終ゴールはもちろんのこと、以下についても取り組みます。 
①調査研究レポートの作成、就活に向けて文章力を鍛える。⇒毎回、PC を持参し、課題の
テーマについて文章を作成します。また課題図書も設けます。 
②データの収集および分析力を高める。⇒アンケートの作成やデータ化、データの分析から
表やグラフの作成をできるようにＩＴリテラシーを身につけます。 
③就活に向けた情報力を高める。⇒具体的な業界や企業について担当者を決めて発表しま
す。（キャリアプランニングでも同じ課題が出されます。同じ内容でかまいません。） 
 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

第 1 回：オリエンテーション（進め方全体やゼミで
目指す方向を確認） 
第 2 回：2 年次の研究内容の発表 グループ決定 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 3 回 
第 4 回 

第 3 回：研究テーマについての検討（前年度の取り
組みについて発表を確認） 
第 4 回：関空見学に向けてテーマから確認すべき事
項を取りまとめる 
   関空見学は 5 月 14 日、21 日、28 日（いずれ
も土曜日）に実施 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 5 回 
第 6 回 

第 5 回：関空見学後のテーマに関する部分をまと
め、更なる調査項目をピックアップ 
第 6 回＆第 7 回：関空見学により休講 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 8 回 
第 9 回 

第 8 回：成果計画表の作成 
第 9 回：工程表の作成 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 10 回 
第 11 回 

第 10 回： 合同発表会に向けて準備 
第 11 回：テーマ発表会 ANA 総研によるアドバイス 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 12 回〜第
14 回 
第 15 回 

第 12 回〜第 14 回：企業からのアドバイスや他大学
の発表から最終発表に向けて新たに追加すべき活動や
見直すべき活動を再検討 
第 15 回：夏休みに向けての課題 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 16 回 
第 17 回〜第
22 回 

第 16 回：研究テーマの確認 
第 17 回〜第 22 回：中間報告に向けて発表準備（毎
回発表を行います） 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

第 23 回 
第 24 回〜第
28 回 

第 23 回：中間報告会 
第 23 回〜第 28 回：個人研究作業およびグループ発
表作業 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 



第 29 回 
第 30 回 

第 29 回：合同研究発表会  ANA 総研による採点 
第 30 回：個人課題研究提出 
 

毎回、課題が示されます。その課題に関し
て、制限字数を目途に作成し、提出をお願い
します。 

   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2302-
Y02 

2.科目名 専門研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
各専攻（エアライン・ホテルブライダル・旅行・
観光ビジネス専攻（地域コース）など 9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を WEB 配信します。 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
行程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。 
 

22.コメント ・3 月現在、在神⼾・国連プロジェクトサービス機関「UNOPS」（ユノップス）と PBL 連携



の協議中です。とくに SDGs に関するミッションについて調査研究活動を行っていくことに
なります。到達目標を設定し、現地調査活動を行いますので、交通費や宿泊費の負担が必要
となる場合があります。 
・本授業ではラーニング・コミュニティ（一歩外に出て、自分で考えて行動する力を育み、
体験を通して⽣きた知識を学び、自己理解を深めること）を基本とします。 
・本授業での学習は、授業時間以外での自己能動的学習が主体となります。 

23.オフィスアワー 
個人研究室 月曜昼休み  
学習支援センター ⽕曜昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

《イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①講義：「プロジェクトマネジメントとは？」 
プロジェクトマネジメントとは何かについて理解し、
今後の調査研究活動全体の流れと、求められる主な知
識・スキルを理解します。 
②講義：「チーム・ビルディングのマインドセットと
スキル」 
チームとは何か、チームビルディングに必要なマイン
ド・セットとスキルを学びます。 
③講義：「Learning Communit 

【課題１ー１】企画提案書の作り方について
調べ、調査結果を発表資料としてまとめ次回
までに提出して下さい。（担当割り当て個人
ワーク） 

第２回 

《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１についてのミニ講義を行い、質疑応答の後、デ
ィスカッションを行い、企画提案書の作り方について
の理解を深めます。 
②講義： 
発想法、思考法の基本とデザイン思考のスキルについ
て実践的トレーニングを繰り返し、身につけます。 

【課題２】 
与えられたテーマについて、たくさんのアイ
デア出しを行い、レポートにまとめ、次回ま
でに提出して下さい。（全員個人ワーク） 

第３回 

《ブロック２》目標達成のための課題を発見する。 
①説明会： 
ミッション（到達目標）及び制約条件について連携先
団体から説明して頂き、質疑応答を行います。 
②ディスカッション： 
ミッションを達成するための課題について話し合い、
調査課題を抽出します。（仮説を⽴てる。）調査担当の
役割分担、課題の調査方法について話し合い決定しま
す。  
※連携先によっては、こちらから現地を訪れて地域住
⺠の方に話を伺うこともあります。 

【課題３ー１】 
担当となった課題について、調査を行い、調
査結果に関するレポートを作成し、次回まで
に提出して下さい。（担当割り当て個人ワー
ク） 

第４回 

《ブロック２》目標達成のための課題を発見する。 
①ディスカッション： 
課題の調査結果を情報共有し、ディスカッションを行
い、課題をさらに深く分析し、課題の絞り込みを行い

【課題３−２】 
担当となった追加調査課題について調査を行
い、調査結果を資料にまとめ、次回までに提
出して下さい。（担当割り当て全員の個人ワ



ます。また、追加調査が必要な調査課題とその方法を
決定し、調査担当を決めます。 
※コロナ感染対策については、しっかりと議論し対策
を⽴てましょう。大学のガイドラインとともに連携先
のルールについても調べておく必要があります。 

ーク） 
【課題１−２】 
作業工程表の作り方について調査し、資料を
作成してください。次回授業で説明してもら
います。（担当割り当て個人ワーク） 

第５回 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表とディスカッション：課題の整理と追加調査項
目 
絞り込んだ課題と追加調査項目について発表し、ディ
スカッションを行い、最終決定を行います。 
②ミニ講義：作業工程表の作り方 
③ディスカッション：目標到達のための工程表を作成
します。 
④講義：進捗管理 
進捗管理、資源管理、組織管理の目的、意義、留意点
について理解します。 
 

【課題４−１】 
整理された課題についての解決策（仮説）を
考え、レポートを作成し、次回授業で提出し
て下さい。（全員個人ワーク） 
【課題１−３】 
追加調査項目について調査し、レポートを作
成、次回授業で提出して下さい。（担当割り
当て個人ワーク） 
【課題５−１】 
工程表を作成し、次回授業で発表します。
（グループワーク） 
 

第６回 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表とディスカッション：追加調査項目 
追加調査項目について発表し、ディスカッションを行
い、課題の理解を深めます。 
②発表とディスカッション：課題解決策（仮説） 
グループに分かれ、個人ワークを基に課題の解決策に
ついて検討し、グループ代表が発表、全体で協議し、
解決策（仮説）をまとめます。 
③発表とディスカッション：工程表 
工程表を発表し、全体協議し、共有化を図ります。 

【課題１−４】 
計画（企画）書の作り方について調べ、資料
を作成し、次回授業で発表します。（担当割
り当て個人ワーク 

第７回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：現地調査計画の⽴案 
現地での調査計画の作り方についての理解を深めま
す。 
②ディスカッション：調査計画の⽴案 
現地調査で確認すべき事項を洗い出し、各事項につい
て仮説をたて、確認検証するポイント（どのようなデ
ータを収集すべきか）を整理します。 
 

【課題１−５】 
調査方法について調べ、資料を作成し、次回
授業で発表して下さい。（担当割り当て個人
ワーク） 

第８回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査方法 
調査方法についての理解を深めます。 
②ミニ講義：行程表の作り方 
行程表の作り方についての理解を深めます。 
②ディスカッション：調査計画（行程と調査方法、役
割分担） 
現地調査計画を⽴案します。連携先と十分な協議を行
い、実施可能な調査計画を⽴てることが重要です。 
調査計画ができたら、準備段階から実施段階、報告段
階までの役割分担を話し合いながら決めていきます。 
 

【課題５−２】 
現地調査計画（調査項目、調査方法、調査
先、行程表、経費、役割分担）を作成し、次
回授業で発表して下さい。（グループワー
ク） 



第９回 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表：現地調査計画 
調査計画を説明、質疑応答の上、共有します。 
②講義：調査活動における留意点 
ビジネスマナー、コミュニケーション、記録・報告、
情報収集と情報共有など、調査活動において重要なス
キル、考え方を理解します。 

【課題５−３】 
予約、確認などアレンジメント活動を行い、
次回授業でその結果と留意点等の情報を共有
して下さい。（担当割り当てグループワー
ク） 
【課題 1−７】 
調査報告書の書き方について調べ、資料を作
成し、次回授業で発表・共有して下さい。
（担当割り当て個人ワーク） 

第 10 回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査報告書の書き方 
調査報告書の書き方について理解します。 
②報告+ディスカッション：アレンジメント結果 
アレンジメント結果を報告共有します。行程表等に修
正が必要な場合は、変更をします。 
③ディスカッション：準備 
準備・持参すべきもの、連絡先に連絡・確認すべきこ
となどの最終チェックを行います。 

 

第 11 回 
《ブロック４》現地調査活動 
調査計画に基づき、現地調査を行います。 
※日程等は調査先との協議により決まります。 

 

第 12 回 《ブッロック４》現地調査活動 
【課題６ー１】 
調査報告書を作成し、次々回の授業で発表し
て下さい。（全員個人ワーク） 

第 13 回 

《ブッロック４》現地調査活動  
①発表：調査報告 
各自が調査報告を行い、質疑応答を行い、調査結果の
共有を図ります。 
②ディスカッション：調査結果分析 
調査結果についてとりまとめを行い、分析手法につい
て協議します。 
③講義：調査結果の分析手法 
調査結果の分析手法について理解します。 
 

・持参 
PC を各自持参して下さい。 
【課題６−２】 
調査結果について、分析を行い、資料を作成
し、次回の授業で発表して下さい。 
（担当割り当て個人ワーク） 

第 14 回 

《ブッロク４》現地調査活動 
・ディスカッション+制作：グループに別れ分析結果
を個々に発表しディスカッションした上で、分析資料
を作成します。 

・持参 
PC を各自持参して下さい。 

第 15 回 

《ブロック４》まとめと振り返り 
①調査結果発表+講評 
連携先の方に来て頂き、調査結果を報告し、講評して
頂きます。 
②ふりかえり 
ＰＢＬ基本ルーブリックに基づき自己評価を行いま
す。 

【課題７】 
夏季休暇中の課題を出します。 
先行論文を読み、レポートを書いて９月中旬
までに提出して下さい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2302-
Y03 

2.科目名 専門研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
各専攻（エアライン・ホテルブライダル・旅行・
観光ビジネス専攻（地域コース）など 

9.履修学年 
３年⽣以上（2020 年度
以前入学⽣） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ゼミ振り分けの人数 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

専門研究Ⅰ 個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
      行程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
      専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
専門研究Ⅱ 調査計画表：20％ ・・・学習目標②④ 
      発表 PPT（個人課題で提出したもの）：30% ・・・学習目標③⑤⑥ 
調査研究報告書（6000 字以上）：50%  ・・・学習目標①② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 



※本授業は主体的な学習 

22.コメント 

 この科目は学⽣が「主役」ですので学⽣主体で運営を行います。各自が役割分担のもと
（必要な係を決め）、全員でクラスをマネジメントします。学⽣同士のディスカッションを
中心として、教員は必要に応じてアドバイスを行います。 
 演習は能動的な姿勢が不可欠です。観光がかかわるすべての出来事に関心を持つことで疑
問につなげてください。普段の行動では外出時に自らが観光客の視点で出かけ、そこで感じ
たことや気付いたことをまとめておくことが重要です。また自分で考えるだけでなく、出来
る限り様々な意見に耳を傾けてください。そうすることで新たな気づきや多様性の重要性に
理解が深まります。観光を学ぶ学⽣として、自分自身がまず楽しみながら観光が社会に与え
る意義にアプローチしてみて下さい。 
 企業や地域と連携が必要になるので、基本的なビジネスマナーは必須です。 
外部講師の事情やプロジェクト内容により授業内容や順序が変更になる場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークでは交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
⽕曜日昼休み 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1~2 回目 

オリエンテーション 1 授業の目的と進め方、評価方
法 
 プロジェクトマネジメントについて説明します。 
オリエンテーション 2 連携先（地域、企業関係者）
によるミッション 
 今回取り組むプロジェクトマネジメントについての
説明と意見交換を行います。 

シラバスを事前に読んでおくこと。 
基本的なビジネスマナーについて事前に学習
してお 
くこと。 

3~4 回目 
ミッション１ 課題の発見 
ミッション２ 目標の設定Ⅰ 

ディスカッションにおける一人ひとりの果た
すべき 
役割、義務について事前に学んでおくこと。 
計画書の作り方について事前に学習しておく
こと。 

5~6 回目 
ミッション３ 目標の設定Ⅱ 
ミッション４ 活動計画の作成Ⅰ 

チームディスカッション 
課題１：活動計画案（個人）の作成 

7~8 回目 
ミッション５ 活動計画の作成Ⅱ 
ミッション６ 現状把握のための方法Ⅰ 

リサーチの基本的な方法について事前に学習
してお 
くこと。 
課題２：調査計画案（個人）の作成・提出 

9~10 回目 
ミッション７ 現状把握のための方法Ⅱ 
ミッション８ 現状調査の準備Ⅰ 

課題３：調査計画案（チーム）の作成 
調査準備作業 

11~12 回目 
ミッション９ 現状調査の準備Ⅱ 
ミッション 10 予備調査結果の実施とりまとめ 

調査準備作業 
予備調査結果のとりまとめ作業 

13~14 回目 
ミッション 11 本調査の実施 
ミッション 12 本調査結果のとりまとめ 

本調査準備作業 
調査結果報告書の作成作業 

15~16 回目 ミッション 13 振り返り 
調査結果の分析Ⅰ 

課題４：リフレクション・レポート（個人）
の作 
成・提出 
課題 1：調査結果分析報告書の作成・提出
（個人） 

17~18 回目 調査結果の分析Ⅱ 調査結果分析作業（チーム） 



課題の抽出Ⅰ 課題抽出作業（チーム） 

19~20 回目 課題の抽出Ⅱ 
課題解決策の準備 

 

21~22 回目 
課題解決策の⽴案Ⅰ 
課題解決策の⽴案Ⅱ 

課題 2：課題解決策案の作成・提出（個人） 
課題解決策の⽴案作業（チーム） 

23~24 回目 
課題解決策の⽴案Ⅲ 
課題解決策のまとめ 課題解決策のとりまとめ作業（チーム） 

25~26 回目 プレゼンテーション準備Ⅰ 
プレゼンテーション準備Ⅱ 

課題３：プレゼンテーション資料作成作業
（チーム） 
プレゼンテーション資料作成作業（チーム） 

27~28 回目 
プレゼンテーション準備Ⅲ 
連携先関係者へのプレゼンテーション プレゼンテーション資料作成作業（チーム） 

29~30 回目 
ポスターセッション・ポスター作成 
総括 

課題４：ポスターセッション資料作成作業
（チーム） 
課題５；リフレクション・レポートの作成・
提出 
（個人） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2302-
Y04 

2.科目名 専門研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
各専攻（エアライン・ホテルブライダル・旅行・
観光ビジネス専攻（地域コース）など 9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を WEB 配信します。 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
行程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。 
 

22.コメント ・3 月現在、在神⼾・国連プロジェクトサービス機関「UNOPS」（ユノップス）と PBL 連携



の協議中です。とくに SDGs に関するミッションについて調査研究活動を行っていくことに
なります。到達目標を設定し、現地調査活動を行いますので、交通費や宿泊費の負担が必要
となる場合があります。 
・本授業ではラーニング・コミュニティ（一歩外に出て、自分で考えて行動する力を育み、
体験を通して⽣きた知識を学び、自己理解を深めること）を基本とします。 
・本授業での学習は、授業時間以外での自己能動的学習が主体となります。 

23.オフィスアワー 

春学期  
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 3 限 
秋学期   
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

《イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①講義：「プロジェクトマネジメントとは？」 
プロジェクトマネジメントとは何かについて理解し、
今後の調査研究活動全体の流れと、求められる主な知
識・スキルを理解します。 
②講義：「チーム・ビルディングのマインドセットと
スキル」 
チームとは何か、チームビルディングに必要なマイン
ド・セットとスキルを学びます。 
③講義：「Learning Communit 

【課題１ー１】企画提案書の作り方について
調べ、調査結果を発表資料としてまとめ次回
までに提出して下さい。（担当割り当て個人
ワーク） 

第２回 

《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１についてのミニ講義を行い、質疑応答の後、デ
ィスカッションを行い、企画提案書の作り方について
の理解を深めます。 
②講義： 
発想法、思考法の基本とデザイン思考のスキルについ
て実践的トレーニングを繰り返し、身につけます。 

【課題２】 
与えられたテーマについて、たくさんのアイ
デア出しを行い、レポートにまとめ、次回ま
でに提出して下さい。（全員個人ワーク） 

第３回 

《ブロック２》目標達成のための課題を発見する。 
①説明会： 
ミッション（到達目標）及び制約条件について連携先
団体から説明して頂き、質疑応答を行います。 
②ディスカッション： 
ミッションを達成するための課題について話し合い、
調査課題を抽出します。（仮説を⽴てる。）調査担当の
役割分担、課題の調査方法について話し合い決定しま
す。  
※連携先によっては、こちらから現地を訪れて地域住
⺠の方に話を伺うこともあります。 

【課題３ー１】 
担当となった課題について、調査を行い、調
査結果に関するレポートを作成し、次回まで
に提出して下さい。（担当割り当て個人ワー
ク） 



第４回 

《ブロック２》目標達成のための課題を発見する。 
①ディスカッション： 
課題の調査結果を情報共有し、ディスカッションを行
い、課題をさらに深く分析し、課題の絞り込みを行い
ます。また、追加調査が必要な調査課題とその方法を
決定し、調査担当を決めます。 
※コロナ感染対策については、しっかりと議論し対策
を⽴てましょう。大学のガイドラインとともに連携先
のルールについても調べておく必要があります。 

【課題３−２】 
担当となった追加調査課題について調査を行
い、調査結果を資料にまとめ、次回までに提
出して下さい。（担当割り当て全員の個人ワ
ーク） 
【課題１−２】 
作業工程表の作り方について調査し、資料を
作成してください。次回授業で説明してもら
います。（担当割り当て個人ワーク） 

第５回 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表とディスカッション：課題の整理と追加調査項
目 
絞り込んだ課題と追加調査項目について発表し、ディ
スカッションを行い、最終決定を行います。 
②ミニ講義：作業工程表の作り方 
③ディスカッション：目標到達のための工程表を作成
します。 
④講義：進捗管理 
進捗管理、資源管理、組織管理の目的、意義、留意点
について理解します。 
 

【課題４−１】 
整理された課題についての解決策（仮説）を
考え、レポートを作成し、次回授業で提出し
て下さい。（全員個人ワーク） 
【課題１−３】 
追加調査項目について調査し、レポートを作
成、次回授業で提出して下さい。（担当割り
当て個人ワーク） 
【課題５−１】 
工程表を作成し、次回授業で発表します。
（グループワーク） 
 

第６回 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表とディスカッション：追加調査項目 
追加調査項目について発表し、ディスカッションを行
い、課題の理解を深めます。 
②発表とディスカッション：課題解決策（仮説） 
グループに分かれ、個人ワークを基に課題の解決策に
ついて検討し、グループ代表が発表、全体で協議し、
解決策（仮説）をまとめます。 
③発表とディスカッション：工程表 
工程表を発表し、全体協議し、共有化を図ります。 

【課題１−４】 
計画（企画）書の作り方について調べ、資料
を作成し、次回授業で発表します。（担当割
り当て個人ワーク 

第７回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：現地調査計画の⽴案 
現地での調査計画の作り方についての理解を深めま
す。 
②ディスカッション：調査計画の⽴案 
現地調査で確認すべき事項を洗い出し、各事項につい
て仮説をたて、確認検証するポイント（どのようなデ
ータを収集すべきか）を整理します。 
 

【課題１−５】 
調査方法について調べ、資料を作成し、次回
授業で発表して下さい。（担当割り当て個人
ワーク） 

第８回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査方法 
調査方法についての理解を深めます。 
②ミニ講義：行程表の作り方 
行程表の作り方についての理解を深めます。 
②ディスカッション：調査計画（行程と調査方法、役
割分担） 
現地調査計画を⽴案します。連携先と十分な協議を行

【課題５−２】 
現地調査計画（調査項目、調査方法、調査
先、行程表、経費、役割分担）を作成し、次
回授業で発表して下さい。（グループワー
ク） 



い、実施可能な調査計画を⽴てることが重要です。 
調査計画ができたら、準備段階から実施段階、報告段
階までの役割分担を話し合いながら決めていきます。 
 

第９回 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表：現地調査計画 
調査計画を説明、質疑応答の上、共有します。 
②講義：調査活動における留意点 
ビジネスマナー、コミュニケーション、記録・報告、
情報収集と情報共有など、調査活動において重要なス
キル、考え方を理解します。 

【課題５−３】 
予約、確認などアレンジメント活動を行い、
次回授業でその結果と留意点等の情報を共有
して下さい。（担当割り当てグループワー
ク） 
【課題 1−７】 
調査報告書の書き方について調べ、資料を作
成し、次回授業で発表・共有して下さい。
（担当割り当て個人ワーク） 

第 10 回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査報告書の書き方 
調査報告書の書き方について理解します。 
②報告+ディスカッション：アレンジメント結果 
アレンジメント結果を報告共有します。行程表等に修
正が必要な場合は、変更をします。 
③ディスカッション：準備 
準備・持参すべきもの、連絡先に連絡・確認すべきこ
となどの最終チェックを行います。 

 

第 11 回 
《ブロック４》現地調査活動 
調査計画に基づき、現地調査を行います。 
※日程等は調査先との協議により決まります。 

 

第 12 回 《ブッロック４》現地調査活動 
【課題６ー１】 
調査報告書を作成し、次々回の授業で発表し
て下さい。（全員個人ワーク） 

第 13 回 

《ブッロック４》現地調査活動  
①発表：調査報告 
各自が調査報告を行い、質疑応答を行い、調査結果の
共有を図ります。 
②ディスカッション：調査結果分析 
調査結果についてとりまとめを行い、分析手法につい
て協議します。 
③講義：調査結果の分析手法 
調査結果の分析手法について理解します。 
 

・持参 
PC を各自持参して下さい。 
【課題６−２】 
調査結果について、分析を行い、資料を作成
し、次回の授業で発表して下さい。 
（担当割り当て個人ワーク） 

第 14 回 

《ブッロク４》現地調査活動 
・ディスカッション+制作：グループに別れ分析結果
を個々に発表しディスカッションした上で、分析資料
を作成します。 

・持参 
PC を各自持参して下さい。 

第 15 回 

《ブロック４》まとめと振り返り 
①調査結果発表+講評 
連携先の方に来て頂き、調査結果を報告し、講評して
頂きます。 
②ふりかえり 
ＰＢＬ基本ルーブリックに基づき自己評価を行いま

【課題７】 
夏季休暇中の課題を出します。 
先行論文を読み、レポートを書いて９月中旬
までに提出して下さい。 



す。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2302-
Y05 

2.科目名 専門研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 ホテル・ブライダル専攻 9.履修学年 
３年⽣以上（2020 年度
以前入学⽣） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、ホテルビジネス（ホテル事業
論）、ブライダルビジネス（ブライダルビ
ジネス論） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 名 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を WEB 配信します。 
20.参考文献 適宜、授業中に指示します。 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
工程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい



ては、基本的には認められませんので留意して下さい。  
 

22.コメント 

人⽣の中でも格別に華やかな行事である結婚式は、社会や人々の価値観の変化と連動してト
レンドが変化していきます。最近はコロナ禍によって大きな影響をうけました。しかし、ブ
ライダル企業は、そうしたなかでもさまざまな新しいアイディアで幸せのプロデュースに取
り組んでいます。ゼミでは、そうしたブライダル企業の現場が抱える課題について、連携企
業から具体的なミッションをいただき、その解決に取り組みます。 
【注意点】 
※１ ホテルもブライダルもマナーが第一です。連携企業との打ち合わせやインタビューな
どの際には常に身なりや行動に注意すること。 
※２ フィールドワークは原則必ず参加してください（実費です）。正当な理由がなく欠席
した場合には、評価がマイナスされます。 
※ チームワークを大事にしてください。ホテルもブライダルも相手の気持ちを考えること
が大切です。お互いに高めうことができるように、相手を受け止め、働きかけてください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

《イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①講義：「プロジェクトマネジメントとは？」 
プロジェクトマネジメントとは何かについて理解し、
今後の調査研究活動全体の流れと、求められる主な知
識・スキルを理解します。 
②講義：「チーム・ビルディングのマインドセットと
スキル」 
チームとは何か、チームビルディングに必要なマイン
ド・セットとスキルを学びます。 
③講義：「Learning Communit 

【課題１ー１】 
企画提案書について調べて、PPT にまとめ
て提出してください（担当割り当て個人ワー
ク）。 

第 2 回 

《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１についてのミニ講義を行い、質疑応答の後、デ
ィスカッションを行い、企画提案書についての理解を
深めます。 
②講義： 
発想法、思考法の基本とデザイン思考のスキルについ
て実践的トレーニングを繰り返し、身につけます。 

【課題２】 
与えられたテーマについて、たくさんのアイ
デア出しを行 い、レポートにまとめ、4/26
までに提出して下さい。（全員個人ワーク） 

第 3 回 

《ブロック２》ミッションを理解するための下準備 
①講義：「ブライダル業界について」 
ブライダル業界について概説し、基本的な知識を理解
します。 
②グループワーク：「ブライダル業界の現状と課題」 
2 人一組に分かれて調べるテーマを分担し、現状と課
題について調べる。 
 

【課題３】 
各自の担当するテーマについて発表 PPT を
まとめ、次週までに提出する（全員個人ワー
ク） 



第 4 回 

《ブロック２》ミッションを理解するための下準備 
①発表と質疑 
各自で調べてきたブライダル業界の現状と課題につい
て報告し、質疑応答をしながら全員で状況の理解を深
める。 
 

【課題４】 
コロナ禍によるブライダル業界の影響と対策
について調べ、レポートにまとめて提出する
（全員個人ワーク） 

第 5 回 

《ブロック２》目標達成のための課題を発見する。 
①説明会： 
ミッション（到達目標）及び制約条件について連携先
団体から説明して頂き、質疑応答を行います。 
②ディスカッション： 
ミッションを達成するための課題について話し合い、
調査課題を抽出します。（仮説を⽴てる。）調査担当の
役割分担、課題の調査方法について話し合い決定しま
す。 

【課題４−１】 
整理された課題についての解決策（仮説）を
考え、レポートを作成し、次回授業で提出し
て下さい。（全員個人ワーク） 
【課題１−３】 
追加調査項目について調査し、レポートを作
成、次回授業で提出して下さい。（担当割り
当て個人ワーク） 
【課題５−１】 
工程表を作成し、次回授業で発表します。
（グループワーク） 

第 6 回 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表とディスカッション：追加調査項目 
追加調査項目について発表し、ディスカッションを行
い、課題の理解を深めます。 
②発表とディスカッション：課題解決策（仮説） 
グループに分かれ、個人ワークを基に課題の解決策に
ついて検討し、グループ代表が発表、全体で協議し、
解決策（仮説）をまとめます。 
③発表とディスカッション：工程表 
工程表を発表し、全体協議し、共有化を図ります 

【課題１−４】 
計画（企画）書の作り方について調べ、資料
を作成し、次回授業で発表します。（担当割
り当て個人ワーク） 

第 7 回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：現地調査計画の⽴案 
現地での調査計画の作り方についての理解を深めま
す。 
②ディスカッション：調査計画の⽴案 
現地調査で確認すべき事項を洗い出し、各事項につい
て仮説をたて、確認検証するポイント（どのようなデ
ータを収集すべきか）を整理します。 

【課題１−５】 
調査方法について調べ、資料を作成し、次回
授業で発表して下さい。（担当割り当て個人
ワーク） 

第 8 回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査方法 
調査方法についての理解を深めます。 
②ミニ講義：行程表の作り方 
行 
程表の作り方についての理解を深めます。 
②ディスカッション：調査計画（行程と調査方法、役
割分担） 
現地調査計画を⽴案します。連携先と十分な協議を行
い、実施可能な調査計画を⽴てることが重要です。 
調査計画ができたら、準備段階から実施段階、報告段
階までの役割分担を話し合いながら決めていきます。 

【課題５−２】 
現地調査計画（調査項目、調査方法、調査
先、行程表、経費、役割分担）を作成し、次
回授業で発表して下さい。（グループワー
ク） 

第 9 回 《ブロック３》計画⽴案 【課題５−３】 



①発表：現地調査計画 
調査計画を説明、質疑応答の上、共有します。 
②講義：調査活動における留意点 
ビジネスマナー、コミュニケーション、記録・報告、
情報収集と情報共有など、調査活動において重要なス
キル、考え方を理解します。 

予約、確認などアレンジメント活動を行い、
次回授業でその結果と留意点等の情報を共有
して下さい。（担当割り当てグループワー
ク） 
【課題 1−７】 
調査報告書の書き方について調べ、資料を作
成し、次回授業で発表・共有して下さい。
（担当割り当て個人ワーク） 

第 10 回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査報告書の書き方 
調査報告書の書き方について理解します。 
②報告+ディスカッション：アレンジメント結果 
アレンジメント結果を報告共有します。行程表等に修
正が必要な場合は、変更をします。 
③ディスカッション：準備 
準備・持参すべきもの、連絡先に連絡・確認すべきこ
となどの最終チェックを行います。 

 

第 11 回 
《ブロック４》現地調査活動 
調査計画に基づき、現地調査を行います。 
※日程等は調査先との協議により決まります。 

 

第 12 回 《ブッロック４》現地調査活動 
【課題６ー１】 
調査報告書を作成し、次々回の授業で発表し
て下さい。（全員個人ワーク） 

第 13 回 

《ブッロック４》現地調査活動  
①発表：調査報告 
各自が調査報告を行い、質疑応答を行い、調査結果の
共有を図ります。 
②ディスカッション：調査結果分析 
調査結果についてとりまとめを行い、分析手法につい
て協議します。 
③講義：調査結果の分析手法 
調査結果の分析手法について理解します。 

PC を各自持参して下さい。 
【課題６−２】 
調査結果について、分析を行 い、資料を作
成し、次回の授業で発表して下さい。 
（担当割り当て個人ワーク 

第 14 回 

《ブッロク４》現地調査活動 
・ディスカッション+制作：グループに別れ分析結果
を個々に発表しディスカッションした上で、分析資料
を作成します。 

・持参 
PC を各自持参して下さい。 

第 15 回 

《ブロック４》まとめと振り返り 
①調査結果発表+講評 
連携先の方に来て頂き、調査結果を報告し、講評して
頂きます。 
②ふりかえり 
ＰＢＬ基本ルーブリックに基づき自己評価を行いま
す。 

【課題７】 
夏季休暇中の課題を出します。 
先行論文を読み、レポートを書いて９月中旬
までに提出して下さい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2302-
Y06 

2.科目名 専門研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 マーケティング（流通）専攻 9.履修学年 
３年⽣以上（2020 年度
以前入学⽣） 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 

①先に単位取得が必須の科目：基礎演習ま
たは課題研究Ⅰ・Ⅱのいずれか 
②履修を推奨する科目：マーケティング関
連科目、ホテルビジネス（ホテル事業
論）、ブライダルビジネス（ブライダルビ
ジネス論） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 20 名 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専門研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布・配信します。 
20.参考文献 適宜、資料を配布・配信します。 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
工程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい



ては、基本的には認められませんので留意して下さい。  
 

22.コメント 

前年度に引き続き、BRANCH 神⼾学園都市との連携協力による PBL を行います。 
今年度のテーマは、前年度同様マーケティング調査に加え、SNS 発信、B-COLLEGE、イベ
ント（年３回）への参加などを通して、マーケティング全般の活動や運営について会見的に
学ぶとともに、若者目線による問題点・改善点を発見、提案していくことをミッションとし
て取り組んでいきます。 
なお授業回数と内容については連携協力の性質上、BRANCH 神⼾学園都市と相談の中で逐
次変化していきます。前年度同様に授業時間外での活動などもありますので、通常授業との
差し替えなどで調整します。また２年次は個人ワークを中心としましたが、３年次はグルー
プワークによる活動も積極的に取り入れていく予定です。 
★SNS についての取り組みを特定の授業回数の位置で記載していますが、実際は年間通して
の取り組みとなるためここでは便宜上のものとします。また B-COLLEGE（年間数回）およ
びイベント（年間３回）についても、具体的な実施時期は都度変化しますので、これらにつ
いても授業回数の位置は暫定的なものとなります。 
★春学期の専門研究Ⅰと秋学期の専門研究Ⅱは、同じ内容になっていますが、上記の理由に
よるもので、マーケティング調査や SNS 発信など、各取り組みは同時並行で進めることに
なります。 
 

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

第 1 回 

授業ガイダンス。 
新年度の授業内容、おおまかな連携協力の予定につい
ての説明。 
提出物、成績評価、発表等に関する一連の年間予定を
説明。 
 

前年度の取り組み成果についての振り返り 

第 2 回 

【マーケティング調査】 
年間予定をもとに、マーケティング調査に関する計画
を⽴案。 
BRANCH 神⼾学園都市への調査についての個人ワー
ク。前年度の振り返りとともに具体的な調査内容を検
討する。 

次回のグループワークのための個人ワークを
まとめる 

第 3 回 

【マーケティング調査】 
前回の個人ワークをもとにグループワークを行う。各
グループごとに具体的な提案をまとめ発表、
BRANCH への提案としてまとめる。  
 

【課題３】 
次回の発表のためグループワークをまとめる 

第 4 回 

【マーケティング調査】 
前回のグループワークでまとめた内容をもとに、
BRANCH 神⼾学園都市へ提案をし、協議を行う。 
 

提案・協議したものをまとめ、調査の準備を
行う 

第 5 回 
【マーケティング調査】 
マーケティング調査の実施。設定した調査手順に基づ
き、調査を実施する。 

自身の調査結果をまとめておく 

 
【マーケティング調査】 
調査結果をもとに個人ワークで集計・分析を行う。 個人ワークで集計・分析結果をまとめておく 



 
【マーケティング調査】 
前回の個人ワークでまとめたものをもとにグループワ
ーク。グループによる調査報告書をまとめる。 

グループワークによる結果を報告書としてま
とめる 

 
【マーケティング調査】 
完成した調査報告書のゼミ内での発表、および
BRANCH への報告（発表）を行う。 

発表した結果を振り返りとしてまとめる 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

【SNS 発信】 
BRANCH 神⼾学園都市の SNS 発信の現状の把握、問
題点等を考察。 
個人ワークおよびグループワークでまとめる。 

SNS の問題点・改善点を個人ワーク、グル
ープワークでまとめる。また具体的な発信の
ためのコンテンツの試作も行い提案する。 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 

BRANCH 神⼾学園都市が開催する B-COLLEGE を受
講し、マーケティングや就職活動に必要な知識を身に
つける。 
 

B-COLLEGE で学んだことをまとめる 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 

 
BRANCH 神⼾学園都市が開催するイベントへの参
加。 
また若者目線によるイベントを企画の提案等を行う。 

イベントにおける自身の役割の準備を踏まえ
実施にあたり、実施後のふりかえりを行う 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2302-
Y07 

2.科目名 専門研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門教育 総合演習科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 ホテル・ブライダル専攻 9.履修学年 
３年⽣以上（2020 年度
以前入学⽣） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習、課題研究、マーケティング関連
科目、地域創造論を履修済みであることが
望ましい。 

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

17.授業の目的と概要 

目的】 
本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の目的は、連携先の企業・団体の提示する問題の解決に他者と協
働して取り組むことで、これまで学んできた知識や技術を統合的に活用する力を強化するこ
とにあります。具体的には、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、
議論の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他者への理解や共感、不足する知識や技術へ
の気づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力を強化します。 
【概要】 
今年度の全学年に共通する学科の学びのテーマは「ウェルビーイング社会の実現につなが 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目（専攻研究Ⅰ・Ⅱ）の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(6) 「専門的知
識・技能の活用力…マーケティングの知識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技
能を活用して、既存の課題の解決と新たな企画・提案ができる」に関連しています。 
【本科目の学習目標】 
①学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができる。 
② 課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
③他者貢献の意味を理解し、コミュニケーションを図り、チームビルディングに主体的に参
加しチームに貢献することができる。 
④目標達成に向かって組織、工程、資源のマネジメントを効率的に行うことができる。 
⑤学外の関係者と積極的かつ効率的にコミュニケーションを図り、ビジネスマナーを適切に
行動化することができる。 
⑥創り上げたアイディアをわかりやすくまとめ、的確かつ効果的に相手に伝えるプレゼンテ
ーションができる。 
 

19.教科書・教材 
第 1 回までに課題図書を指定しますので各自で購入すること（大学では販売しません） 
資料は webclass で配布 
 

20.参考文献 浜田麻里他 2019『大学⽣と留学⽣のための 論文ワークブック』くろしお出版 

21.成績評価 

個人調査の成果物：50％ ・・・学習目標①② 
工程表（個人課題で提出したもの）：30％  ・・・学習目標④ 
専攻課題文献のまとめ（2 本）：20％ ・・・学習目標② 
※成果物の評価にはルーブリック評価表を使用します。授業初回の説明でよく確認してくだ
さい。 
※本授業は主体的な学習活動を中心として運営されますので、特別な事情の無い欠席につい
ては、基本的には認められませんので留意して下さい。 



 

22.コメント 

4 年次の調査研究成果報告書／企画提案書の作成に繋がる研究です。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
土、日を含むフィールドワークを予定しています。（アルバイトでの不参加は認めません） 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 4/11 

《イントロダクション》 
授業の目的、学習目標、成績評価の方法、卒業研究、
就活との関係について理解しましょう。 
《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①講義：「プロジェクトマネジメントとは？」 
プロジェクトマネジメントとは何かについて理解し、
今後の調査研究活動全体の流れと、求められる主な知
識・スキルを理解します。 
②講義：「チーム・ビルディングのマインドセットと
スキル」 
チームとは何か、チームビルディングに必要なマイン
ド・セットとスキルを学びます。 
③講義：「Learning Communit 

【課題１ー１】企画提案書の作り方について
調べ、調査結果を発表資料としてまとめ
4/17 までに提出して下さい。（担当割り当て
個人ワーク） 

第 2 回 4/18 

《ブロック１》プロジェクトマネジメントを理解す
る。 
①ミニ講義+質疑応答+ディスカッション： 
課題１についてのミニ講義を行い、質疑応答の後、デ
ィスカッションを行い、企画提案書の作り方について
の理解を深めます。 
②講義： 
発想法、思考法の基本とデザイン思考のスキルについ
て実践的トレーニングを繰り返し、身につけます。 

【課題２】 
与えられたテーマについて、たくさんのアイ
デア出しを行い、レポートにまとめ、4/24
までに提出して下さい。（全員個人ワーク） 

第 3 回 4/25 

《ブロック２》目標達成のための課題を発見する。 
①説明会： 
ミッション（到達目標）及び制約条件について連携先
団体から説明して頂き、質疑応答を行います。 
②ディスカッション： 
ミッションを達成するための課題について話し合い、
調査課題を抽出します。（仮説を⽴てる。）調査担当の
役割分担、課題の調査方法について話し合い決定しま
す。  
※連携先によっては、こちらから現地を訪れて地域住
⺠の方に話を伺うこともあります。 

【課題３ー１】 
担当となった課題について、調査を行い、調
査結果に関するレポートを作成し、5/1 まで
に提出して下さい。（担当割り当て個人ワー
ク） 

第 4 回 5/2 

ブロック２》目標達成のための課題を発見する。 
①ディスカッション： 
課題の調査結果を情報共有し、ディスカッションを行
い、課題をさらに深く分析し、課題の絞り込みを行い
ます。また、追加調査が必要な調査課題とその方法を
決定し、調査担当を決めます。 

【課題３−２】 
担当となった追加調査課題について調査を行
い、調査結果を資料にまとめ、5/17 までに
提出して下さい。（担当割り当て全員の個人
ワーク） 
【課題１−２】 



※コロナ感染対策については、しっかりと議論し対策
を⽴てましょう。大学のガイドラインとともに連携先
のルールについても調べておく必要があります。 

作業工程表の作り方について調査し、資料を
作成してください。次回授業で説明してもら
います。（担当割り当て個人ワーク） 

第 5 回 5/9 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表とディスカッション：課題の整理と追加調査項
目 
絞り込んだ課題と追加調査項目について発表し、ディ
スカッションを行い、最終決定を行います。 
②ミニ講義：作業工程表の作り方 
③ディスカッション：目標到達のための工程表を作成
します。 
④講義：進捗管理 
進捗管理、資源管理、組織管理の目的、意義、留意点
について理解します。 
 

【課題４−１】 
整理された課題についての解決策（仮説）を
考え、レポートを作成し、次回授業で提出し
て下さい。（全員個人ワーク） 
【課題１−３】 
追加調査項目について調査し、レポートを作
成、次回授業で提出して下さい。（担当割り
当て個人ワーク） 
【課題５−１】 
工程表を作成し、次回授業で発表します。
（グループワーク） 

第 6 回 5/16 

《ブロック３》計画⽴案 
①発表とディスカッション：追加調査項目 
追加調査項目について発表し、ディスカッションを行
い、課題の理解を深めます。 
②発表とディスカッション：課題解決策（仮説） 
グループに分かれ、個人ワークを基に課題の解決策に
ついて検討し、グループ代表が発表、全体で協議し、
解決策（仮説）をまとめます。 
③発表とディスカッション：工程表 
工程表を発表し、全体協議し、共有化を図ります。 

【課題１−４】 
計画（企画）書の作り方について調べ、資料
を作成し、次回授業で発表します。（担当割
り当て個人ワーク 

第 7 回 5/23 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：現地調査計画の⽴案 
現地での調査計画の作り方についての理解を深めま
す。 
②ディスカッション：調査計画の⽴案 
現地調査で確認すべき事項を洗い出し、各事項につい
て仮説をたて、確認検証するポイント（どのようなデ
ータを収集すべきか）を整理します。 
 

【課題１−５】 
調査方法について調べ、資料を作成し、次回
授業で発表して下さい。（担当割り当て個人
ワーク） 

第 8 回 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査方法 
調査方法についての理解を深めます。 
②ミニ講義：行程表の作り方 
行程表の作り方についての理解を深めます。 
②ディスカッション：調査計画（行程と調査方法、役
割分担） 
現地調査計画を⽴案します。連携先と十分な協議を行
い、実施可能な調査計画を⽴てることが重要です。 
調査計画ができたら、準備段階から実施段階、報告段
階までの役割分担を話し合いながら決めていきます。 

【課題５−２】 
現地調査計画（調査項目、調査方法、調査
先、行程表、経費、役割分担）を作成し、次
回授業で発表して下さい。（グループワー
ク） 

第 9 回 6/6 
《ブロック３》計画⽴案 
①発表：現地調査計画 
調査計画を説明、質疑応答の上、共有します。 

【課題５−３】 
予約、確認などアレンジメント活動を行い、
次回授業でその結果と留意点等の情報を共有



②講義：調査活動における留意点 
ビジネスマナー、コミュニケーション、記録・報告、
情報収集と情報共有など、調査活動において重要なス
キル、考え方を理解します。 

して下さい。（担当割り当てグループワー
ク） 
【課題 1−７】 
調査報告書の書き方について調べ、資料を作
成し、次回授業で発表・共有して下さい。
（担当割り当て個人ワーク） 

第 10 回
6/13 

《ブロック３》計画⽴案 
①ミニ講義：調査報告書の書き方 
調査報告書の書き方について理解します。 
②報告+ディスカッション：アレンジメント結果 
アレンジメント結果を報告共有します。行程表等に修
正が必要な場合は、変更をします。 
③ディスカッション：準備 
準備・持参すべきもの、連絡先に連絡・確認すべきこ
となどの最終チェックを行います。 

予習：課題研究をまとめる。 
復習：演習のまとめとノート整理。 

第 11 回
6/20 

《ブロック４》現地調査活動 
調査計画に基づき、現地調査を行います。 
※日程等は調査先との協議により決まります。 

予習：課題研究をまとめる。 
復習：演習のまとめとノート整理。 

第 12 回
6/27 

《ブッロック４》現地調査活動 
【課題６ー１】 
調査報告書を作成し、次々回の授業で発表し
て下さい。（全員個人ワーク） 

第 13 回 7/4 

《ブッロック４》現地調査活動  
①発表：調査報告 
各自が調査報告を行い、質疑応答を行い、調査結果の
共有を図ります。 
②ディスカッション：調査結果分析 
調査結果についてとりまとめを行い、分析手法につい
て協議します。 
③講義：調査結果の分析手法 
調査結果の分析手法について理解します。 

・持参 
PC を各自持参して下さい。 
【課題６−２】 
調査結果について、分析を行い、資料を作成
し、次回の授業で発表して下さい。 
（担当割り当て個人ワーク） 

第 14 回
7/11 

《ブッロク４》現地調査活動 
・ディスカッション+制作：グループに別れ分析結果
を個々に発表しディスカッションした上で、分析資料
を作成します。 

・持参 
PC を各自持参して下さい。 

第 15 回
7/25 

  《ブロック４》まとめと振り返り 
①調査結果発表+講評 
連携先の方に来て頂き、調査結果を報告し、講評して
頂きます。 
②ふりかえり 
ＰＢＬ基本ルーブリックに基づき自己評価を行いま
す。 

【課題７】 
夏季休暇中の課題を出します。 
先行論文を読み、レポートを書いて９月中旬
までに提出して下さい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
現代社会学部 
総合社会学科 9.履修学年 4 年⽣以上 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
4 年間の大学での学修成果を、各自の問題意識に応じたテーマで論文の形にまとめ上げるこ
とを目的とする。 
【概要】 
・このクラスでは、企業の環境・社会問題への取り組み、企業の科学技術などから、卒業論
文のテーマを選ぶことを想定している。 
・研究や論文作成のための個人指導を中心とした指導を行う。 
・途中経過をクラス内で発表し、相互に研さんし合う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●春学期     
 1．卒業論文のテーマを決定し、研究計画を⽴案する。    
 2．卒業後の進路が明確化しており、そのための具体的な行動を行っている。 
    
●秋学期    
 3．卒業論文を完成させる。     
 4．進路が決定している。 

19.教科書・教材 
特に指定しない。卒論のテーマに応じて、学⽣ごとに文献を紹介する。  
また、必要に応じて教材を配布する予定である。 

20.参考文献  

21.成績評価 

研究計画書      20%     
中間・最終報告会  20%     
卒業論文       50%     
e-ポートフォリオ   10% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー ：金昼休み 
センターオフィスアワー 神⼾山手 1 号館 2 階ラーニングコモンズ：木昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春学期 
第 1/2 回 

第 1 回    
●授業ガイダンス、e-ポートフォリオ、卒論スケジュ
ール確認  
 ・シラバスに基づいた授業のガイダンス 
 ・前学期の振り返り、春学期の目標設定を e-ポー
トフォリオに入力する。 ・授業の進め方と卒論提出
までのスケジュールを確認する。  
   
第 2 回    

第 1 回 
○e-ポートフォリオの入力を行う 
○研究計画書の下書きの準備 
   
第 2 回 
○研究計画書の準備 
  
★毎回 PC 持参 



●研究計画の⽴案①     
 ・卒業論文執筆要領の説明 
 ・テーマ、先行研究と目的、参考文献などを確認す
る。 

第 3/4 回 

第 3 回     
●研究計画の⽴案②     
 ・研究方法、論文構成を作成する。   
     
第 4 回    
●研究計画の⽴案③    
 ・研究計画書の作成   
  
 ・研究計画書の発表の準備 

第 3 回 
○研究計画書の準備 
  
第 4 回 
○研究計画書の作成・仕上げ   
★毎回 PC 持参 

第 5/6 回 

第 5 回    
●研究計画の報告①    
 ・研究計画について、クラス内で報告する。  
 ・フィードバックを受け、さらに計画を練る 
      
第 6 回     
●研究計画の報告②    
 ・修正した研究計画を再度報告する。 
（研究計画書の提出の準備を行う。） 

第 5 回  
○フィードバックを受け、計画を練る 
   
第 6 回 
○研究計画書の完成させる  
★毎回 PC 持参 

第 7/8 回 

第 7 回    
●研究計画書の完成    
 ・研究計画書の様式を完成させる。  
      
第 8 回    
●個別研究報告①    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 7 回 
○研究計画書の作成・仕上げ 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 8 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 9/10 回 

第 9 回    
●個別研究報告②    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 10 回    
●個別研究報告③    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 9 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 10 回  
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 11/12 回 

第 11 回     
●個別研究報告④    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 12 回     
●個別研究報告⑤    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 11 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 12 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 13/14 回 

第 13 回     
●個別研究報告⑥    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      

第 13 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 14 回  



第 14 回    
●個別研究報告⑦    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

○フィードバックを受け、修正作業を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 15 回 
秋学期 
第 16 回 

第 15 回   
●春学期のまとめと授業アンケート 
 ・卒論執筆の進捗状況の確認。  
     
     
      
秋学期     
第 16 回    
●卒論執筆の進捗状況の確認と秋学期のスケジュール
確認。  
●前学期の振り返り、秋学期の目標設定を e-ポート
フォリオに入力する。 

第 15 回 
○夏季休業中の卒論執筆の推進。 
   
秋学期 
第 16 回 
○卒論執筆の推進 
  
★PC 持参 

第 17/18 回 

第 17 回    
●個別研究報告⑧    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 18 回    
●個別研究報告⑨    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 17 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 18 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 19/20 回 

第 19 回    
●個別研究報告⑩    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
     
第 20 回    
●個別研究報告⑪    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 19 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 20 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
★毎回 PC 持参 

第 21/22 回 

第 21 回    
●個別研究報告⑫    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
     
第 22 回    
●個別研究報告⑬    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 21 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
第 22 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 23/24 回 

第 23 回     
●個別研究報告⑭    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 24 回    
●個別研究報告⑮    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 23 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 24 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 25/26 回 

第 25 回    
●個別研究報告⑯    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
     
第 26 回    

第 25 回   
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 26 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 



●個別研究報告⑰    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 27/28 回 

第 27 回     
●卒論提出の準備①     
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 
      
第 28 回    
●卒論提出の準備①    
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 

第 27 回 
○卒論提出の準備 
第 28 回  
○卒論提出の準備 
★PC 持参 

第 29/30 回 

第 29 回    
●卒論報告会の準備    
 ・卒論報告会に向けて、クラス内での報告会を行
う。      
第 30 回     
●秋学期のまとめと授業アンケート 
●卒業に向けた振り返り 

第 29 回 
○報告会に向けた準備 
★PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y02 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 永井純一 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門演習を修得して
いること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 テーマを決める?問題設定?調査を経て、卒業論文を執筆する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(S1)修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に
理解する力、(S2)社会や文化について科学的に理解する力（S3）新たな文化創造のための豊
かな感性を涵養し、社会発展に貢献する力。 健やかて゛調和のとれた人格と、しなやかな
て゛豊かな知性を自ら形成て゛きる人間性の学修に関連している。  
本科目の学習目標は次のとおり。 
①問題意識を具体化し、テーマを設定しその研究目的を説明できる。 
②調査を計画・実施し、収集したデータの分析ができる。 
③収集したデータをもとに考察し論文にまとめることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
課題１：卒論計画書…20 点[学習目標①に対応］ 
課題２：卒業論文…70 点[学習目標②③に対応］ 
課題３：口頭試問…10 点[学習目標①③に対応］ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜 4 限、学修支援センター：木曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 2 回】?
【第 6 回】 研究計画の設計 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 7 回】?
【第 8 回】 インターネットによるサーベイ 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 9 回】?
【第 10 回】 文献リストの作成 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む



（100 分） 

【第 11
回】?【第
13 回】 

文献調査 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 14
回】?【第
15 回】 

研究計画の見直し 

準備学習：報告の準備をする（100 分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 
課題１提出 

【第 16
回】?【第
17 回】 

中間報告 1 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 18
回】?【第
19 回】 

中間報告 2 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 20
回】?【第
21 回】 

中間報告 3 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 22
回】?【第
23 回】 

中間報告 4 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 24 回】 中間報告 5 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 25 回】 中間報告 6 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 26 回】 中間報告 7 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 27 回】 中間報告 8 
準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100



分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 

【第 28
回】?【第
30 回】 

口頭試問 

準備学習：文献やインターネットなどでサー
ベイをおこない、報告の準備をする（100
分） 
復習：指示された参考文献や資料を読む
（100 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件 
認定心理士(必修)   
 11.先修条件 

基礎演習または課題研究、専門演習を履修
済みのこと    
   
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習(遠隔授業の場合は、ZOOM などを使
用する） 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 心理学に関係した自分自身の関心に基づいたテーマを設定し、卒業論文を執筆します。その
中で、資料の収集、データの集計や統計的分析の力も身に着けます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の S1．修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力、S2．社会や文化について科学的に理解する力、の学
習に関連しています。                                           
本科目の学習目標は以下の通りです。                                                                                                     
学習目標は以下の通りです。      
     
①関心があるテーマから、卒業論文のテーマを具体化し、仮説を⽴てることができる。
        
   
②科学的な心理学論文を執筆できる。      
      
 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 
20.参考文献 関連する文献情報は初回授業でアナウンスし、授業中にも適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・卒業研究のための資料収集：30 点【学習目標の①②に対応】  
        
・卒業論文の執筆: 70 点【学習目標①②に対応】 
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 
        
   
 

22.コメント 

これまでに学んできた心理学の知識をベースに研究を進めることになります。できるだけ早
い段階で関心があるテーマを見つけ、卒業研究の方向性を定め、余裕をもって卒業論文の執
筆できるように心掛けてください。データの分析方法についてははこれまでの授業の復習を
行うことを推奨します。      
   
        
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜 4 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス ・オリエンテーション（本授業の目標・
内容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の留意
点などについて説明する 自己紹介を行う） 

復習：今回の復習  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 2 回〜
第 4 回】 

研究計画の作成  
・実習 関心があるテーマを探し、研究計画を作成す
る 

課題：研究計画を作成する 

【第５回〜
第 7 回】 

資料の収集 
・実習 自分の関心があるテーマに関する先行研究な
どの資料を調べる 

課題：調べた資料をまとめる 

【第 8 回〜
第 10 回】 

研究準備 
・調査などの研究手法について決め、その準備を行う 
 

課題：自分の研究テーマに合った研究手法を
選びそのための準備を行う 

【第 11 回〜
第 14 回】 

研究準備 
・決まった研究手法に沿って研究準備を行う。質問紙
調査の場合は質問紙の作成などを行う 

課題：今までの研究の進捗状況の発表の準備
を行う   
 

【第 15 回】 
発表会 
・研究の進捗状況について発表する 

課題：夏休み中に研究を進め、次回発表する
資料を作成する 

【第 16 回】 
報告会 
・夏休み中の研究の進捗状況を発表する 

課題：発表の際に受けた指摘を受け、修正を
行い、卒業論文の執筆を進める 

【第１7 回・
第１8 回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。     
 

【第 19・第
20 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 21・第
22 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 23・第
24 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 25・第
26 回回】 

卒業論文の執筆指導 
・卒業論文を執筆し、個別に指導を受ける 

復習：指摘された問題について再考・改善す
る。    
課題：指摘された問題を踏まえて、論文の執
筆を進める。 

【第 27 回・
第 28 回】 

ゼミ発表会 
・卒業研究について発表を行い、ディスカッションを
行う 

課題：発表におけるディスカッションやフィ
ードバックを基に自分の研究を見直す 

【第 29 回】 
卒論発表会準備 
・査読結果を結果を返却し、フィードバックをうけ、
卒論発表会に向けた準備を行う 

課題：卒論発表会に向けた資料の準備 



【第 30 回】 総括 復習：授業を通して学んだことを整理する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
４年間にわたる大学での学習成果として、各自が関心のあるテーマ設定・独創的な仮説設定
により、卒業論文を完成させる（通年）。春学期は、論文作成の基礎となる文献研究と資料
収集を中心となるが、授業では発表・討論を通じて他の学⽣のテーマについても理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■ 経営学的に意味のある研究テーマを設定する。 
■ そのテーマに関する先行研究（文献・資料）をレビューし、必要なフィールド調査を行
う。 
■ これらを通して、研究テーマについて独創的な仮説を設定する。 
■ 論文作成のプロセスで、ゼミ内での討議や発表を行う。 
■ 4 年間の学びの集大成として、卒業論文を完成させる。 

19.教科書・教材 指定なし（毎回プリント資料を配布） 
20.参考文献 講義において都度提示する。 

21.成績評価 

研究計画：30% 
■ 研究テーマ設定と先行研究レビュー 
■ 研究仮説の設定 
中間報告会・最終報告会発表：15% 
卒業論文：50%  
e-ポートフォリオ「振り返り」投稿：5% 

22.コメント 

本講義では、講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業におけるマ
ネジメント経験と、現在行っているビジネス・コンサルテーション経験をベースに、グロー
バル・ビジネスの最前線における経営（マネジメント）について、具体的な事例研究を交え
て講義する。 

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

第 1 回・第
2 回 

＜ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領＞ 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
＜研究計画（１）＞ 
・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 

 

第 3 回・第
4 回 

＜研究計画（２）＞ 
・論文の目的、概要を整理し、テーマを設定する。 
＜研究計画（３）＞ 
・資料、参考文献リストを作成する。 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。 
○資料、参考文献リストを完成させる。 

第 5 回・第
6 回 

＜研究計画の中間発表（１）＞ 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

★中間発表資料を作成する。 
○研究を進める。 



＜研究計画の中間発表（２）＞ 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

○研究を進める。 

第 7 回・第
8 回 

＜論文構成の検討＞ 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
＜研究計画書の作成＞ 
・資料、参考文献を再検討する。 

○研究を進める。 
★研究計画書を指定する期限までに提出す
る。 
 

第 9 回・第
10 回 

＜個別研究報告（１）＞ 
・研究テーマについて独創的な仮説を設定する。 
＜個別研究報告（２）＞ 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 11 回・第
12 回 

＜個別研究報告（３）＞ 
＜個別研究報告（４）＞ 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 13 回・第
14 回 

＜中間報告会準備＞ 
＜中間報告会（１）＞ 
・合同で中間報告会を実施する。 

○研究を進める。 
★中間報告会資料を作成する。 

第 15 回・第
16 回 

＜中間報告会（２）＞ 
・合同で中間報告会を実施する。 
＜ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領＞ 
・前学期の振り返り、秋学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・今後のスケジュール、卒論執筆要領を確認する。 
・夏休みの課題を確認する。 
 

★（テーマ変更の場合）研究計画書変更届を
指定された期限までに提出する。 
○e ポートフォリオに入力する。 

第 17 回・第
18 回 

＜夏休みの課題報告＞ 
＜後期の計画確認＞ 

★卒業論文（5,000 字以上）を夏休み期間中
に完成させる。 
○研究を進める。 

第 19 回・第
20 回 

＜個別研究報告（５）＞ 
＜個別研究報告（６）＞ 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 21 回・第
22 回 

＜個別研究報告（７）＞ 
＜個別研究報告（８）＞ 
 

○研究を進める。 
○研究を進める。 

第 23 回・第
24 回 

＜論文要旨＞ 
・論文の要旨をまとめる。 
＜原稿見直し・修正＞ 
 

○研究を進める。 
★原稿提出 
○原稿を修正する。 

第 25 回・第
26 回 

＜卒論提出＞ 
＜報告会準備＞ 

○原稿を修正する。 
★卒論提出期間内に提出する 
○卒論報告会資料を作成する。 

第 27 回・第
28 回 

＜ゼミ内卒論報告会＞ ○卒論報告会資料を作成する。 

第 29 回・第
30 回 

＜ゼミ内卒論報告会＞ 
＜最終報告会準備＞ 

○卒論報告会資料を修正する。 
○e-ポートフォリオに「振り返り」を投稿す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年⽣〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門演習を修得して
いること 

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

17.授業の目的と概要 

 3 年次の専門演習での議論や調査研究をふまえつつ、受講者各自が、卒業論文執筆のため
の発表と議論をおこなう。 
 それぞれの興味に応じて論文のテーマを決め、関連文献に目を通し、質問紙調査の実施や
インタビュー調査などでデータを収集し、毎週のゼミでの発表・討論を重ねながら、卒業論
文にまとめていく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S2、S3 の学修に関連している。 
最終的な目標は 
 ①社会学に関する卒業論文を完成させること。 
 ②卒業論文発表会にて、自身の卒論をプレゼンできる。 
そのために以下のことをおこなう 
（1）先行研究を調べる（2）3 年次にたてたリサーチ・クエスチョンの再検討 （3）各自
の研究テーマで、インタビュー調査や参与観察、あるいは文献研究などを行う、（4）調査か
ら知見を見出す、（5）卒業論文として文章を組み⽴てる である。 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 受講態度、参加姿勢（50 点）：学習目標①に対応 
卒業論文発表会でのプレゼン内容（50 点）：学習目標②に対応 

22.コメント 
 卒業論文の執筆については、多くの場合授業時間外に時間を確保する。 
 就職活動など重要な事項もあり、卒業論文の作成が着実に進むように、年間スケジュール
を⽴ててお置く必要がある。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 2 限目 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1-2
回】 

第 1 回 オリエンテーション 
 卒業論文作成までのスケジュールの確認 
第 2 回 研究計画書の作成 

【予習・復習】卒業論文執筆のための年間計
画を考えること 

【第 3-4
回】 

［活動］先行研究のレビュー 
【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】研究計画に沿って先行研究のまと
め・整理をおこなうこと。 

【第 5 回~7
回】 

各自の研究改革に基づいての調査研究  
 質問紙調査の実施の準備 
 インタビュー、フィールドワーク調査の実施 
 文献研究 

【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】研究計画に沿って先行研究のまと
め・整理をおこなうこと。 

【第 8 回
~11 回】 

［活動］ 
第 8 回、第 9 回、第 10 回  第 11 回 

【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】調査したことをまとめておく。 



各自の卒業論文の進め方にあわせた卒論作成のための
活動 
  質問紙調査の実施の準備 
  インタビュー、フィールドワーク調査の実施 
  文献研究 

【第 12-14
回】 

［活動］第 12 回、第 13 回 第 14 回 
 各自の卒業論文の進め方にあわせた卒論作成のため
の活動のまとめ 
  調査結果の要約や報告の準備など 

【予習】ゼミ発表の準備を進めること。 
【復習】研究計画に沿って卒業論文執筆など
を進めること。 

【第 15 回】 ［活動］まとめ 
  春学期の最終週に中間発表をおこなう 

春学期のゼミでの議論および調査をふまえた
うえで、卒業論文の執筆を進めること 

【第 16 回
~17 回】 

［活動］第 16 回 第 17 回 卒業論文の進捗状況の
確認 
 夏休み期間中の進捗状況を確認 
 ゼミでの議論を受けて、卒業論文の方向性について
の確認や修正をおこなう 

【予習と復習】 
卒業論文の執筆 
初稿作成の準備 

【第 18-第
21 回】 

［活動］卒業論文の進捗確認、作成① 
  第 18 回 第 19 回 第 20 回 第 21 回 
・秋学期の 16 回、17 回の授業をうけ、再度卒業論文
の研究分野の絞り込む 
・その結果に基づいて卒業論文の執筆を行う 
・教員とのディスカッションにより今後の研究方針を
明確化 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 
初稿の提出に向けた準備 

【第 22 回】 初稿の提出と教員からのフィードバック 
 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 

【第 23 回〜
24 回】 

［活動］ 第 23 回 第 24 回 
卒業論文の進捗確認、作成② 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 

【第 25 回〜
26 回】 

［活動］卒業論文の構成と内容の再確認 第 25 回 
第 26 回 
  目次の作成などを通して、自分の卒業論文を再度
検討する  
  教員からのフィードバック 

【予習】発表会用資料（パワーポイント）の
作成 
【復習】ゼミでの議論を受けて、資料の作
成・修正をおこなう 

第 27 回 
［活動］ 卒業論文の最終確認① 
  卒業論文の形式にあっているかの確認 
   参考文献、引用文献の再確認 

研究計画に沿って卒業論文執筆などを進める
こと。 
【予習】副査の先⽣に卒業論文を説明するた
めの資料作成 

第 28 回 
［活動］卒業論文の提出前の最終確認② 
  副査の先⽣への卒業論文の内容の説明とフィード
バック 

 副査の先⽣の意見などを踏まえて、卒業論
文執筆などを進めること。 

29 回 
［活動］卒業論文発表会の準備、プレゼンテーション
の練習 

【予習】発表会用資料（パワーポイント）の
作成 
【復習】ゼミでの議論を受けて、資料の作
成・修正をおこなう 

第 30 回 ［活動］卒業論文発表会の準備、発表会後の振り返り 
【予習】発表会用資料（パワーポイント）の
作成 
【復習】発表会後の振りかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
基礎演習・課題研究・専門演習を修得して
いること 

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

17.授業の目的と概要 
 身近な建築・インテリアに対して、各自で自分のテーマを設定し、調査・考察して卒業論
文・卒業設計にまとめます。身近なモ ノからインテリア、住宅、建築、街の空間、あるい
は身近な自然の活用までが対象となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。          
４年間のまとめとして以下を目標とします。  
①３年次までに学んだ事柄を自分のことばや表現で他者に伝えることができる。  
②各自が選んだ研究のテーマと研究方法について客観的に点検・評価することができる。   
③建築・インテリアに関する具体的な対象に対して調査・考察を行い論文・設計案としてま
とめることができる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 第三版 『コンパクト設計資料集成』 日本建築学会 丸善 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。  
演習課題の提出物 10 回 ・・・70 点 （学習目標の①３年次までに学んだ事柄を自分の
ことばや表現で他者に伝えることができる。②各自が選んだ研究のテーマと研究方法につい
て客観的に点検・評価することができる。 に対応） 
各期最終回成果発表・・・30 点（学習目標の③建築・インテリアに関する具体的な対象に
対して調査・考察を行い論文・設計案としてまとめることができる。に対応） 

22.コメント 

授業は演習形式で行います。 前期は、身近な建築・インテリアに対して、各自で自分のテ
ーマと問いを設定し、既存研究レビューや資料収集を通して具体 的な調査対象と調査方法
などの調査計画を⽴てて調査を実行します。 後期は、調査によって得られたデータを客観
的に分析・考察し、各自が卒業論文あるいは卒業設計としてまとめます。 

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】        
【第 2 回】 

ガイダンス、研究の進め方  研究、卒業設計テーマ
の仮設定 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 3 回】     
【第 4 回】 

資料収集、研究レビュー 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 5 回】      
【第 6 回】 

資料収集、研究レビュー 研究、卒業設計テーマの中
間発表 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 7 回】     
【第 8 回】 研究、卒業設計テーマ本決定  調査、資料収集 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 9 回】          調査、資料収集  調査資料、設計案のまとめ 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    



【第 10 回】 予習：次回の予習 
【第 11 回】         
【第 12 回】 

調査資料、設計案のまとめ 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 13 回】         
【第 14 回】 

調査資料、設計案のまとめ 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 15 回】 前期成果発表 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 16 回】          
【第 17 回】 

中間発表からの修正内容の発表 調査資料、設計案の
まとめ 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 18 回】         
【第 19 回】 

調査資料、設計案のまとめ 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 20 回】
〜 
【第 22 回】 

 提出内容チェック、 指導まとめ方指導 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 23 回】         
【第 24 回】 

ゼミ内提出、発表 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 25 回】         
【第 26 回】 

卒業設計製図指導、卒業論文執筆指導 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 27 回】          
【第 28 回】 発表準備 

復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 29 回】         
【第 30 回】 後期成果発表  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y07 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年⽣ 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門研究を修得済み
であること。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 



【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可。 

22.コメント 

? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書のためのガイダン
スとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 
? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 

第 8・9 回 
? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・１1
回 

? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
      文献・資料調査の補足。 



【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 

第 14・15 回 
? 【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 

【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

【第 16 回】 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書の進
行状況報告と初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

【第 17〜18
回】 

? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】プレンゼンテーションの中間発
表会の実施 

【第 19〜26
回】 

★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 

【課題１4】最終原稿案の提出 
 10 月中旬 
プレンゼンテーションの準備・練習。 

【第 27〜28
回】 

★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月下
旬予定 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
? プレンゼンテーションの準備・練習。 
★プレンゼンテーション＝1 月下旬までにゼ
ミごとに実施 

【第 29〜30
回】 

? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題１６】プレンゼンテーションもしくは
口頭試問 

   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y08 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門分野/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件 専門研究を履修していること。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は学びのまとめとして卒業論文の作成を目的としています。これまでの学びから興
味を持ったテーマに基づき調査、分析、仮説、提言にまとめます。 
授業は研究テーマの設定、研究計画の策定、参考文献、先行研究の調査、分析を指導しま
す。1 年間じっくり研究テーマに取り組み卒業論文をまとめます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律的で主体的な態度（自律性）
（４）問題発見・解決力（５）コミュニケーションスキル（６）専門的知識・技術の活用力
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①観光と宿泊事業（ホテル・旅館・その他）等から研究テーマが設定できる。 
?研究テーマにかかわる先行研究・参考文献の t 探索、入手ができる。 
③研究テーマにかかわる先行研究、参考文献の客観的評価と分析ができる。 
④研究計画書が作成できる。 
⑤研究を執筆において先行研究、参考・引用文献をルールを守り適切に活用できる。 
⑥研究を論理な思考で結論づけられ、的確な文章化・口頭発表が説明できる。 

19.教科書・教材 適宜資料配布 
20.参考文献 研究テーマに合わせ紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
①研究テーマ設定におっける根拠と背景レポート 20％〔学習目標の①に対応〕 
?先行研究・参考文献レポート 20%〔学習目標の?③に対応〕 
③研究計画書の作成 20％〔学習目標の④に対応〕 
④口頭試問 40％〔学習目標の⑥に対応〕 
卒業研究提出物評価はルーブリック評価基準に基づき 100％で評価します。（学習目標①〜
⑥に対応） 
 

22.コメント pc で活用します。ワード、エクセルのスキルが必要です。各自トレーニングをしておいて
ください。 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

ガイダンス 
講義：卒業論文の概要（書式、内容、スケジュール
等）の説明 
卒業論文の意義、研究の仕方・進め方、スケジュール
管理など 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 

第 3 回 
第 4 回 

講義：研究テーマ設定 
研究テーマの設定に関して個人面談を実施します。ど
の様にテーマを設定するのか、さらに研究の進め方を

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 



解説します。 

第 5 回 
第 6 回 

講義：研究テーマ設定 
研究テーマの設定の発表 
＊主なテーマと研究の背景について 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 

第 7 回 
第 8 回 

講義：研究テーマ設定 
研究テーマに関する参考文献等の発表 
＊参考文献を見つける。先行研究論文、書籍、新聞、
雑誌等 
 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマの検討 
＊ＰＣ 

第 9 回 
第 10 回 

講義：研究テーマの概要を発表 
発表と意見交換：各自の研究テーマを PowerPoint に
まとめ発表しましょう。 

復習：復習とノート整理 
予習：研究テーマを PowerPoint にまとめる
こと。 
＊ＰＣ 

第 11 回 
第 12 回 

講義：研究テーマの概要を発表 
発表と意見交換：各自の研究テーマを PowerPoint に
まとめ発表しましょう。 

復習：復習とノート整理 
予習：研究計画書を作成すること。 
＊ＰＣ 

第 13 回 
第 14 回 

講義：研究計画書の提出＊7 月の第 1 週 
研究計画書を作成しましょう。 

研究計画書の作成 
＊ＰＣ 

第 15 回 
第 16 回 

講義：一次・二次データの収集と活用について 
エビデンスとして一次・二次データの収集の仕方と活
用方法について解説します。 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 17 回 
第 18 回 

講義：卒業論文の進捗状況の発表と指導 
 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 19 回 
第 20 回 

執筆活動 
個別指導を中心に進めます。 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 21 回 
第 22 回 

執筆活動 
個別指導を中心に進めます。 

個別指導に基づく本論の執筆 
＊ＰＣ 

第 23 回 
第 24 回 

執筆活動 
個別指導を中心に進めます。 

本論（結論・序論）の執筆 
＊ＰＣ 

第 25 回 
第 26 回 

卒業研究と要約の提出＊12 月第 1 週提出 
卒業論文と要約の最終チェック（個別指導） 

本論の執筆と要約の作成 

第 27 回 
第 28 回 

口頭試問の理解 
口頭試問における方法と注意事項 
 

本論の執筆と要約の作成 

第 29 回 
第 30 回 

口頭試問 
1 月予定 
提出された卒業論文について口頭試問が実施されま
す。 
 

卒業論文を再度読み返し研究の内容を確認す
ること。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y09 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習、課題研究、専門演習を履修済で
あること 

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

17.授業の目的と概要 

本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的である。ゼ
ミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専門
分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証を
通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる。 
②先行研究を論理的に分析することができる。 
③自らの仮説を客観的なデータで論証できる。 
④自らの考えを論理的に説明できる。 
⑤自らの論考を論理的な文章にまとめることができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
 

21.成績評価 

春・秋各 100％ ⇒ 計 200％で計算 
春学期 
【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】卒業論文計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％
（ルーブリックにより評価） 
秋学期 
【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 



【課題 15】卒業論文 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 
 

22.コメント 

最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱、そして自分自身で考えること。 
自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業 
 論文の作成は、大変な時間と労力を必要とする。行き詰った時には、指導教官だけではな
く、客観的な視点を得るためにも友人や 
 保護者らと議論してみることを勧める。大学での学びの総決算として、「やり切った」と
いえる卒論を書きあげること。 

23.オフィスアワー 

春学期  
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 3 限 
秋学期   
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・卒業論文のためのガイダンスとスケジュールの確
認。  
 

・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・11 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 



意。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正。 
 文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】卒業論文計画書の提出＝第 15 回
目までに提出〔本科目の絶対条件。未提出の
場合は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本
年度の卒業不可〕 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

第 16 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の卒業論文研究報告書の進行状況報告と
初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 17・18 回 
? 10 月中旬：卒業論文報告書の中間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 【課題１３】中間発表会の実施 

第 19・20 回 ★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 21・22 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 23・24 回 ★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 25・26 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 27・28 回 
第 29・30 回 

第 27・28 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月 2
日予定 
第 29・30 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
【課題１６】口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y10 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際ビジネス
分野の実務経験を持つ
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光ビジネス専攻（流通・起業コース） 9.履修学年 4 年⽣ 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

専門演習を履修済みであること。マーケテ
ィング、ビジネスモデルデザイン、統計
学、マーケットリサーチなどマーケティン
グ関連科目を履修済であること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習 
アクティブラーニング導入科目（学外調査
研究、合宿でのディスカッション等） 

16.履修制限 20 名以内。ゼミ編成で決まります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目は、これまでの学修及び調査研究活動の集大成として、調査研究活動報告書
もしくは卒業論文を完成させることが目的です。また、これまで学修、修得した知識とスキ
ルを統合的に活用し、独自の調査研究活動を行い、調査研究活動の成果を、論文あるいは報
告書としてまとめるという過程を通じて学んだ知識とスキルを統合的に習得するとともに深
い考察力を身につけることをめざします。 
とりわけ、マーケティング及びマーケティングリサーチの知識とスキルをいかに統合的に活
用し、顧客あるいは消費者のインサイトニーズに応えるイノベー 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、現代社会学部のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の 1.主体的かつ柔軟に
行動し、問題解決を図る力に対応しています。また、本学のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）
の(1) 自律的で主体的な態度 （自律性）、 (4）問題発見・解決力、決を図る力、(6) 専門的
知識・技能の活用力に関連しています。 
本科目は、これまでの学修の集大成として、卒業論文を完成させることが目標ですが、その
過程についても重視し、次の力の修得をめざします。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。  
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。  
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 

「ハイパワーマーケティング」/2017 角川書店//ジェイ・エイブラハム 
「マーケティング・リサーチの基本」/2016/日本実業出版社/岸川 茂,JMRX  
「イノベーションへの解」/Ｃ・クリステンセン、Ｍ・レイナー著 
「イノベーションのジレンマ」/2001/Harvard Business School Press/C・クリステンセン
／Ｍ・レイナー 
「イノベーションの本質」/ 2004/芥川書店/野中 郁次郎, 勝見 明 

21.成績評価 
成績評価の方法は次の通りです。 
課題１…【学習目標の①に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題２…【学習目標の②に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 



課題３…【学習目標の②に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題４…【学習目標の③に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題５…【学習目標の④⑤に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題６…【学習目標の③④に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題７…【学習目標の③④に対応 

22.コメント 

・ＰＣを使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
・夏学期に合宿を行う予定です。 

23.オフィスアワー 木曜日（4 限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

《イントロダクション》   
 スケジュール、評価方法等について説明します。  
《ブロック１》仮テーマの決定 
①講義：論文についての理解 
論文の記載要領、全体構成、テーマの決め方、留意点
について理解をします。特にテーマと調査課題の関係
についてしっかり理解しましょう。 
②発表と指導： 
仮テーマ案を各自発表してもらい、助言指導を行いな
がらテーマを徐々に固めていきます。テーマが固まっ
たら、仮説を⽴ててみましょう。 

・持参 
卒論用ノートと筆記用具 
【予習・課題１】 
仮テーマ案を３つ程度考えて来て下さい。授
業時に発表して頂きます。 
【予習・課題２】 
卒業論文を１つ読み、概要についてレポート
を作成し提出して下さい。 
【復習・課題３】 
テーマについて仮説を⽴て、レポートを作
成・提出して下さい。 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導： 
仮説を各自発表してもらいます。 
仮説を検証するために必要な調査課題とその方法を検
討します。 
②講義：調査課題と調査方法 
調査課題（仮説）と調査方法（検証）についての理解
を深めます。 

【課題４】 
調査課題を整理し、レポートにまとめ提出し
て下さい。 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導：調査課題と調査方法 
調査課題と調査方法を各自発表し、助言指導し、決定
します。 
②講義：構成 
論文の構成について理解を深めます。 
 

【課題５】 
目次案を作成し、提出して下さい。 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

《ブロック３》目次と要約の作成 
①発表と助言・指導： 
各自目次を発表してもらいます。助言指導を受けなが
ら目次と要旨を固めていきます。 
②講義：引用、参照、脚注 
引用、参照、脚注についての理解を深めます。 
文献・資料調査の具体的な方法について学びます。 

【課題５−２】 
目次と要約を完成させ、提出して下さい。 
【課題６】 
文献・資料調査を開始します。 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

《ブロック３》調査計画   
 ①講義：調査計画 
アンケート、インタビュー、現地踏査などの調査活動
の方法と計画の⽴て方、アレンジの方法について理解

【課題７】 
アンケート、インタビューの質問を作成・提
出して下さい。 



します。 
特にアンケート、インタビューの設問を行う場合の基
本的な考え方、留意点について理解しましょう。 
②制作：調査計画の⽴案 
アンケートやインタビューの質問、質問の構成につい
て、回答の分析や回答の仮説を考えながら、検討し、
固めていきます。 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

《ブロック４》調査活動 
①発表と助言指導：設問 
設問を発表し、助言指導を受けて修正します。 
②文献・資料調査の中間報告：調査資料の整理 
調査状況を各自発表し、助言指導を受けて構成の中の
どこで使うかを検討し整理します。 

【課題７−２】 
設問を修正し、アンケート用紙、インタビュ
ー質問リストを作成提出して下さい。 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

《ブロック４》調査活動 
①講義：調査計画の⽴案 
調査計画の⽴案方法について理解します。 
②発表と助言指導：文献・資料調査の状況報告２ 
文献・資料調査の状況を各自発表し、助言指導を受
け、要旨のどこに組み入れるかを検討します。 
③講義：ストーリーの作成 
目次に従って各章節の要旨の書き方を理解します。 
 

【課題７−３】 
調査計画を作成・提出して下さい。 
【課題８】 
要旨を記述し、提出して下さい。 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

《ブロック４》調査活動 
①発表と助言指導：調査計画と要旨 
調査計画と要旨について各自発表し、指導助言を受け
て固めます。 
①講義：調査結果の分析方法 
調査結果の分析方法について、あらためて理解をしま
す。特に分析結果に基づき仮説を検証し、結論を導き
出す流れについての理解を深めましょう。 

【課題７−４】 
修正をした調査計画を作成・提出して下さ
い。 
【課題８ー２】 
修正をした要旨を提出して下さい。 
【課題９】 
執筆を開始して下さい。 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

《ブロック４》調査結果の分析と結論 
①発表と助言指導：調査結果の分析と結論 
調査結果と分析結果を各自発表し、助言指導を受け、
結論とまとめ方について検討します。追加調査の必要
性についても検討します。 
②執筆状況の報告と助言・指導 
各自、執筆状況を報告してもらい、助言指導を行いま
す。 

【課題９−２】 
指導助言を受けて、分析結果と結論の案を作
成提出して下さい。 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 
①中間報告会： 
執筆状況を各自報告し、指導助言を受けます。 

 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 
①原稿提出： 
11 月 10 日に原稿 1 部を提出して下さい。 

【課題９−3】 
11 月 10 日に最終原稿（案）を１部提出して
下さい。 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

《ブロック５》執筆活動 
※個別指導となります。 

 



【第 25 回】 
【第 26 回】 

《ブロック５》執筆活動 
【論文提出】12 月第１週予定  
 

【課題９−4】 
最終原稿を２部提出して下さい。 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

《ブロック６》口頭試問 
①講義：口頭試問のスキルについて理解します。 
②口頭試問練習 

・復習 
口頭試問の練習をしておきましょう。 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

《ブロック６》口頭試問 
1 月中旬に口頭試問が行われます。 

・印刷用原稿の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y11 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 

⼾田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』(NHK 出版) ISBN978-
4140911945 
佐藤望（編）『アカデミック・スキルズ 第 2 版―大学⽣のための知的技法入門』(慶應義塾
大学出版会) ISBN978-4-7664-1960- 

21.成績評価 

・ゼミ内での発表〈春学期〉：  10% 【学習目標①④に対応】 
・構成報告〈春学期終盤〉：   20％ 【学習目標①②④⑤⑥に対応】 
・中間発表〈10 月中旬〉：      20％    【学習目標②③④⑤に対応】 
・ゼミ内での発表〈秋学期〉：  10％    【学習目標②③④⑥に対応】 
・口頭試問・課題提出〈12/1 月〉： 40％ 【学習目標②③④⑥に対応】 
※成果物としての卒業課題についてはルーブリック評価を用いて評価する 



 【学習目標①②③⑤⑥に対応】 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・ 

22.コメント 

 学⽣時代に培う論理的な思考や文章の書き方は社会人になってからも必要となります。今
は直接仕事と関係しないと感じるかもしれませんが、社会人になると毎日が課題解決の連続
です。顧客やステークホルダーに受け入れられる提案を個人やチームで考え、意見を出し合
ったりまとめていく力をつけるためには自分自身が論理的な思考を身に付けておく必要があ
ります。なぜその提案が良いのか、どのように解決するのか、それを解決するための提案が
何故有効だと言えるのか。「なぜ」と聞かれた際に「なんとなく」「ただそう思ったから」と
いう回答では相手に受け入れてもらえません。 
 実際にそれが実現可能だという根拠を数字で示したり、他で成功した例を取り上げてみた
りして考える必要があります。 
 自ら課題を見つけ、卒業課題を完成させる経験は社会に出てから必ず役に⽴ちます。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークの場合交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1~2 回目 

春学期オリエンテーション （本授業の概要と進め
方、評価方法のガイダンス） 
・卒業課題作成のためのガイダンスとスケジュールの
確認 

〇卒業論文作成に関する規則やルールの復習  
〇先行研究の収集・精読と発表準備 

3~4 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答① 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

5~6 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答② 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

7~8 回目 
・各自の課題章⽴ての発表、および質疑応答① 
 〇先行研究の収集・精読と発表準備 

9~10 回目 
・各自の論文章⽴ての発表、および質疑応答② 
 〇先行研究の収集・精読と発表準備 

11~12 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答① 
 

〇調査手法の準備と発表準備 

13~14 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答② 
 

〇調査手法の準備と発表準備 
〇夏休み中の作業計画の作成 

15~16 回目 

第 15 回：夏休み中の作業計画の提出       
論文構成の報告（副査に提出）・・・春学期終了  
第 16 回：夏休み中の論文の進行状況報告と初稿提出
までのスケジュール確認 

〇論文構成報告書の作成 
☆夏休み：本文の執筆・調査の実施 
〇夏休み中の論文進行状況報告の準備 

17~18 回目 
☆10 月中旬：課題の中間発表 
・各自の論考の報告と質疑応答① 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

19~20 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答② 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 



21~22 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答③ 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

23~24 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答④ 
 〇本文の執筆 

25~26 回目 ☆12 月上旬：課題提出（期日は後日指定）  
・提出後、口頭諮問準備 

〇論文の修正 

27~28 回目 
・論文の修正の確認と口頭試問の準備 
 

〇論文の修正 
〇口頭試問の準備 

29~30 回目 
☆1 月中・下旬：口頭試問（2 コマ使用）（各ゼミご
とに実施）  
 

〇口頭試問の準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y12 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門演習を修得済み
であること 

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

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的です。 
【科目の概要】 
ゼミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専
門分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証
を通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる。 
②先行研究を論理的に分析することができる。 
③自らの仮説を客観的なデータで論証できる。 
④自らの考えを論理的に説明できる。 
⑤自らの論考を論理的な文章にまとめることができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

⼾田山和久『新版 論文の教室  レポートから卒論まで』NHK ブックス、 2012 年  
石⿊圭『論文・レポートの基本 : この 1 冊できちんと書ける!』  日本実業出版社、2012 
年  
⻄村克己『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本 : 「わかりやすい 文章」を書く
ための基本ポイント 35』 KADOKAWA/中経出版  2011 年 

21.成績評価 

・ゼミ内での発表〈春学期〉：10% 【学習目標①④に対応】  
・論文構成報告〈春学期終盤〉：20％ 【学習目標①②④⑤に対応】 
・中間発表〈10 月中旬〉：20％   【学習目標②③④⑤に対応】  
・ゼミ内での発表〈秋学期〉：10％  【学習目標②③④に対応】 
・口頭試問〈1 月下旬〉：40％ 【学習目標②③④に対応】 
※成果物としての卒業論文については、「卒業論文」科目においてルーブリック評価を用い
て評価する（100%） 
 【学習目標①②③⑤に対応】 

22.コメント 
自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業論文の作成は、大変な時間と労力を必要としま



す。行き詰った時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互い
に気が付かない点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切っ
た」といえる卒論を書きあげてください。 

23.オフィスアワー 

春学期 
 個人研究室：木曜 5 限 
 学修支援センター：金曜昼休み 
秋学期 
 個人研究室：木曜 5 限 
 学修支援センター：⽕曜昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1〜2
回】 

・春学期オリエンテーション （本授業の概要と進め
方、評価方法のガイダンス） 
・卒業論文作成のためのガイダンスとスケジュールの
確認 

〇卒業論文作成に関する規則やルールの復習
（120 分） 
〇先行研究の収集・精読と発表準備（120
分） 

【第 3〜4
回】 

・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答① 

〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 5〜6
回】 

・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答② 

〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 7〜8
回】 

・各自の論文章⽴ての発表、および質疑応答① 
〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 9〜10
回】 

・各自の論文章⽴ての発表、および質疑応答② 
〇先行研究の収集・精読と発表準備（240
分） 

【第 11〜12
回】 

・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答① 〇調査手法の準備と発表準備（240 分） 

【第 13〜14
回】 

・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答② 

〇調査手法の準備と発表準備（120 分） 
〇夏休み中の作業計画の作成（120 分） 

【第 15〜16
回】 

第 15 回：夏休み中の作業計画の提出 
     論文構成の報告（副査に提出）・・・春学
期終了 
第 16 回：夏休み中の論文の進行状況報告と初稿提出
までのスケジュール確認 

〇論文構成報告書の作成（120 分） 
☆夏休み：本文の執筆・調査の実施 
〇夏休み中の論文進行状況報告の準備（120
分） 

【第 17〜18
回】 

☆10 月中旬：論文の中間発表 
・各自の論考の報告と質疑応答① 

〇中間報告に向けた発表の準備（120 分） 
〇文献・フィールド調査・データ分析（120
分） 

【第 19〜20
回】 

・各自の論考の報告と質疑応答② 
〇文献・フィールド調査・データ分析（120
分） 
〇本文の執筆(120 分） 

【第 21〜22
回】 

・各自の論考の報告と質疑応答③ 
〇文献・フィールド調査・データ分析（120
分） 
〇本文の執筆(120 分） 

【第 23〜24
回】 

・各自の論考の報告と質疑応答④ 〇本文の執筆(240 分） 

【第 25〜26
回】 

☆12 月上旬：論文初稿提出（期日は後日指定） 
・提出後、副査のコメントをもとに論文の修正につい
て指示 

〇論文の修正（240 分） 

【第 27〜28 ・論文の修正の確認と口頭試問の準備 〇論文の修正（120 分） 



回】 〇口頭試問の準備（120 分） 
【第 29〜30
回】 

☆1 月中・下旬：口頭試問（2 コマ使用）（各ゼミご
とに実施） 

〇口頭試問の準備（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2401-
Y13 

2.科目名 卒業研究 （再）（2018 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習、課題研究、専門演習を履修済で
あること 

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

17.授業の目的と概要 

本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的である。ゼ
ミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専門
分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証を
通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる。 
②先行研究を論理的に分析することができる。 
③自らの仮説を客観的なデータで論証できる。 
④自らの考えを論理的に説明できる。 
⑤自らの論考を論理的な文章にまとめることができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
 

21.成績評価 

春・秋各 100％ ⇒ 計 200％で計算 
春学期 
【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】卒業論文計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％
（ルーブリックにより評価） 
秋学期 
【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 



【課題 15】卒業論文 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 
 

22.コメント 

最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱、そして自分自身で考えること。 
自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業 
 論文の作成は、大変な時間と労力を必要とする。行き詰った時には、指導教官だけではな
く、客観的な視点を得るためにも友人や 
 保護者らと議論してみることを勧める。大学での学びの総決算として、「やり切った」と
いえる卒論を書きあげること。 

23.オフィスアワー 個人研究室 月昼休み 
学習支援センター ⽕昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・卒業論文のためのガイダンスとスケジュールの確
認。  
 

・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・11 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正。 
 文献・資料調査の補足。 



【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】卒業論文計画書の提出＝第 15 回
目までに提出〔本科目の絶対条件。未提出の
場合は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本
年度の卒業不可〕 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

第 16 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の卒業論文研究報告書の進行状況報告と
初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 17・18 回 
? 10 月中旬：卒業論文報告書の中間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 19・20 回 
★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 21・22 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 23・24 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 25・26 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導  

第 27・28 回 
第 29・30 回 

第 27・28 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月 2
日予定 
第 29・30 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
【課題１６】口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2402-
Y07 

2.科目名 卒業論文 （2018 年度⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習、課題研究、専門演習を履修済で
あること 

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

17.授業の目的と概要 

本科目は、大学での学びと経験の総仕上げである卒業論文を執筆することが目的である。ゼ
ミ形式で進める授業のなかで、論文作成の手順や手続きを学び、自らの関心に基づいて専門
分野を探求して課題を設定し、先行研究の精査と多様なデータの分析による客観的な論証を
通じて、各自が説得力のある結論を導き出すことを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①既存の概念や定説にとらわれず、観光に関わる幅広い分野において批判的思考に基づき課
題を見出すことができる。 
②先行研究を論理的に分析することができる。 
③自らの仮説を客観的なデータで論証できる。 
④自らの考えを論理的に説明できる。 
⑤自らの論考を論理的な文章にまとめることができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
 

21.成績評価 

春・秋各 100％ ⇒ 計 200％で計算 
春学期 
【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】卒業論文計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％
（ルーブリックにより評価） 
秋学期 
【課題 11、12】（10％） 
【課題 13】中間発表（20%） 
【課題１4】最終原稿案の提出（10%） 



【課題 15】卒業論文 （40％） 
 ⇒ これを提出することが、本科目の単位取得かつ卒業の絶対条件。 
【課題１６】口頭試問（20%） 
※評価についてはル―ブリックを用いる。 
 

22.コメント 

最重要要件：やる気、根気、本気、好奇心、情熱、そして自分自身で考えること。 
自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明する卒業 
 論文の作成は、大変な時間と労力を必要とする。行き詰った時には、指導教官だけではな
く、客観的な視点を得るためにも友人や 
 保護者らと議論してみることを勧める。大学での学びの総決算として、「やり切った」と
いえる卒論を書きあげること。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み  
学習支援センター：⽕曜昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・卒業論文のためのガイダンスとスケジュールの確
認。  
 

・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・11 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正。 



まれる調査結果〕の準備。  文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】卒業論文計画書の提出＝第 15 回
目までに提出〔本科目の絶対条件。未提出の
場合は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本
年度の卒業不可〕 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

第 16 回 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の卒業論文研究報告書の進行状況報告と
初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

第 17・18 回 ? 10 月中旬：卒業論文報告書の中間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】中間発表会の実施 

第 19・20 回 ★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 21・22 回 
★執筆活動 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１4】最終原稿案の提出 

第 23・24 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 25・26 回 
★執筆活動 
・個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 

 

第 27・28 回 
第 29・30 回 

第 27・28 回 
★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月 2
日予定 
第 29・30 回 
? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
【課題１６】口頭試問 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2403-
Y01 

2.科目名 卒業研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年⽣ 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門研究を修得済み
であること。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 



【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可。 

22.コメント 

? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書のためのガイダン
スとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 
? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 

第 8・9 回 
? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・１1
回 

? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
      文献・資料調査の補足。 



【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 

第 14・15 回 
? 【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 

【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

【第 16 回】 
? 【課題 10、11、12】の発表 
? 夏休み中の調査研究成果報告書／企画提案書の進
行状況報告と初稿提出までのスケジュール確認。 

【課題 11、12】夏休み中に提出 

【第 17〜18
回】 

? 10 月中旬：調査研究成果報告書／企画提案書の中
間発表会。 
? 執筆状況の報告と助言・指導 

【課題１３】プレンゼンテーションの中間発
表会の実施 

【第 19〜26
回】 

★執筆活動 
? 個別指導：執筆状況の報告と助言・指導 
? 11 月上旬：最終原稿案の提出 

【課題１4】最終原稿案の提出 
 10 月中旬 
プレンゼンテーションの準備・練習。 

【第 27〜28
回】 

★調査研究成果報告書／企画提案書の提出＝12 月下
旬予定 

【課題 15】最終原稿 2 部提出（紙媒体） 
? プレンゼンテーションの準備・練習。 
★プレンゼンテーション＝1 月下旬までにゼ
ミごとに実施 

【第 29〜30
回】 

? 調査研究成果報告書／企画提案書の校正作業。 
? 口頭試問の準備・練習。 
★口頭試問＝1 月下旬（ゼミごとに実施） 

【課題１６】プレンゼンテーションもしくは
口頭試問 

   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2403-
Y02 

2.科目名 卒業研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門研究を修得済み
であること。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。 
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

"１8.学習目標と 
ＤＰとの関連" "本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポ
リシー）に関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 " 
  
  
 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

・浜田麻里他 2019『大学⽣と留学⽣のための 論文ワークブック』くろしお出版 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 



ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』 

21.成績評価 

【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可。 

22.コメント 

? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 

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

第 1 回 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書のためのガイダン
スとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 

第 2 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 



第 6 回 
? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 

第 7 回 
? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 

第 8 回 
? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 9 回 
? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する 

第 11 回 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

第 12 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
      文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】研究計画書の提出＝第 15 回目ま
でに提出〔本科目の絶対条件。未提出の場合
は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本年度
の卒業不可〕 

第 13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
      文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】研究計画書の提出＝第 15 回目ま
でに提出〔本科目の絶対条件。未提出の場合
は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本年度
の卒業不可〕 

第 14 回 ?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

第 15 回 ?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2403-
Y03 

2.科目名 卒業研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門研究を修得済み
であること。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書／卒業論文の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書／卒業論文としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。 
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文の執筆の準 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 



【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可 

22.コメント 

? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文の作成は、大変な時間と労力を必要としま
す。行き詰った時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互い
に気が付かない点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切っ
た」といえるモノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 

23.オフィスアワー 
個人研究室 金曜 3 限 
学習支援センター 水曜昼休み〜 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書／卒業論文のため
のガイダンスとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・１1
回 

? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 



第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
 文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】研究計画書の提出＝第 15 回目ま
でに提出〔本科目の絶対条件。未提出の場合
は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本年度
の卒業不可〕 
 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2403-
Y04 

2.科目名 卒業研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際ビジネス
分野の実務経験を持つ
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光ビジネス専攻（流通・起業コース） 9.履修学年 4 年⽣ 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

専門研究Ⅰ、Ⅱを履修済みであること。マ
ーケティング、ビジネスモデルデザイン、
統計学、マーケットリサーチなどマーケテ
ィング関連科目を履修済であること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習 
アクティブラーニング導入科目（学外調査
研究、合宿でのディスカッション等） 

16.履修制限 最大 20 名までとします。ゼミ編成で決まります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目は、これまでの学修及び調査研究活動の集大成として、調査研究活動報告書
もしくは卒業論文を完成させることが目的です。また、これまで学修、修得した知識とスキ
ルを統合的に活用し、独自の調査研究活動を行い、調査研究活動の成果を、論文あるいは報
告書としてまとめるという過程を通じて学んだ知識とスキルを統合的に習得するとともに深
い考察力を身につけることをめざします。 
とりわけ、マーケティング及びマーケティングリサーチの知識とスキルをいかに統合的に活
用し、顧客あるいは消費者のインサイトニーズに応えるイノベーテ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、現代社会学部のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の K2：グローバルな
交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備えるに対応しています。また、本学の DP の(1) 自律的で主体的な態度 （自律性） 
、 (4）問題発見・解決力、決を図る力、(6) 専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
本科目は、これまでの学修の集大成として、卒業論文を完成させることが目標ですが、その
過程についても重視し、次の力の修得をめざします。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。  
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。  
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 

「ハイパワーマーケティング」/2017 角川書店//ジェイ・エイブラハム 
「マーケティング・リサーチの基本」/2016/日本実業出版社/岸川 茂,JMRX  
「イノベーションへの解」/Ｃ・クリステンセン、Ｍ・レイナー著 
「イノベーションのジレンマ」/2001/Harvard Business School Press/C・クリステンセン
／Ｍ・レイナー 
「イノベーションの本質」/ 2004/芥川書店/野中 郁次郎, 勝見 明 

21.成績評価 
成績評価の方法は次の通りです。 
課題１…【学習目標の①に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 



課題２…【学習目標の②に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題３…【学習目標の②に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題４…【学習目標の③に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題５…【学習目標の④⑤に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題６…【学習目標の③④に対応します。（ルーブリックにより評価します。）】 
課題７…【学習目標の③④に対応 

22.コメント 

・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 
・ＰＣを使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
・夏学期に合宿を行う予定です。 

23.オフィスアワー 木曜日（4 限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
 

《イントロダクション》   
 スケジュール、評価方法等について説明します。  
《ブロック１》仮テーマの決定 
①講義：論文についての理解 
論文の記載要領、全体構成、テーマの決め方、留意点
について理解をします。特にテーマと調査課題の関係
についてしっかり理解しましょう。 
②発表と指導： 
仮テーマ案を各自発表してもらい、助言指導を行いな
がらテーマを徐々に固めていきます。テーマが固まっ
たら、仮説を⽴ててみましょう。 

・持参 
卒論用ノートと筆記用具 
【予習・課題１】 
仮テーマ案を３つ程度考えて来て下さい。授
業時に発表して頂きます。 
 

【第 2 回】 

《ブロック１》仮テーマの決定 
①講義：論文についての理解 
論文の記載要領、全体構成、テーマの決め方、留意点
について理解をします。特にテーマと調査課題の関係
についてしっかり理解しましょう。 
②発表と指導： 
仮テーマ案を各自発表してもらい、助言指導を行いな
がらテーマを徐々に固めていきます。テーマが固まっ
たら、仮説を⽴ててみましょう。 

【予習・課題２】 
卒業論文を１つ読み、概要についてレポート
を作成し提出して下さい。 
 

【第 3 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導： 
仮説を各自発表してもらいます。 
仮説を検証するために必要な調査課題とその方法を検
討します。 
②講義：調査課題と調査方法 
調査課題（仮説）と調査方法（検証）についての理解
を深めます。 

【復習・課題３】 
テーマについて仮説を⽴て、レポートを作
成・提出して下さい。 

【第 4 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導： 
仮説を各自発表してもらいます。 
仮説を検証するために必要な調査課題とその方法を検
討します。 
②講義：調査課題と調査方法 

【課題４】 
調査課題を整理し、レポートにまとめ提出し
て下さい。  
 



調査課題（仮説）と調査方法（検証）についての理解
を深めます。 

【第 5 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導：調査課題と調査方法 
調査課題と調査方法を各自発表し、助言指導し、決定
します。 
②講義：構成 
論文の構成について理解を深めます。 

 

【第 6 回】 

《ブロック２》仮説と調査課題 
①発表と助言指導：調査課題と調査方法 
調査課題と調査方法を各自発表し、助言指導し、決定
します。 
②講義：構成 
論文の構成について理解を深めます。 
 

 

【第 7 回】 

《ブロック３》目次と要約の作成 
①発表と助言・指導： 
各自目次を発表してもらいます。助言指導を受けなが
ら目次と要旨を固めていきます。 
②講義：引用、参照、脚注 
引用、参照、脚注についての理解を深めます。 
文献・資料調査の具体的な方法について学びます。 

【課題５】 
目次案を作成し、提出して下さい。 

【第 8 回】 

《ブロック３》目次と要約の作成 
①発表と助言・指導： 
各自目次を発表してもらいます。助言指導を受けなが
ら目次と要旨を固めていきます。 
②講義：引用、参照、脚注 
引用、参照、脚注についての理解を深めます。 
文献・資料調査の具体的な方法について学びます。 

【課題５−２】 
目次と要約を完成させ、提出して下さい。 
【課題６】 
文献・資料調査を開始します。 

【第 9 回】 

《ブロック 4》調査計画 
①講義：調査計画 
アンケート、インタビュー、現地踏査などの調査活動
の方法と計画の⽴て方、アレンジの方法について理解
します。 
特にアンケート、インタビューの設問を行う場合の基
本的な考え方、留意点について理解しましょう。 
②制作：調査計画の⽴案 
アンケートやインタビューの質問、質問の構成につい
て、回答の分析や回答の仮説を考えながら、検討し、
固めていきます。 

【課題７】 
アンケート、インタビューの質問を作成・提
出して下さい。 

【第 10 回】 

《ブロック 4》調査計画 
①講義：調査計画 
アンケート、インタビュー、現地踏査などの調査活動
の方法と計画の⽴て方、アレンジの方法について理解
します。 
特にアンケート、インタビューの設問を行う場合の基
本的な考え方、留意点について理解しましょう。 
②制作：調査計画の⽴案 

 



アンケートやインタビューの質問、質問の構成につい
て、回答の分析や回答の仮説を考えながら、検討し、
固めていきます。 

【第 11 回】 

《ブロック 5》調査活動 
①発表と助言指導：設問 
設問を発表し、助言指導を受けて修正します。 
②文献・資料調査の中間報告：調査資料の整理 
調査状況を各自発表し、助言指導を受けて構成の中の
どこで使うかを検討し整理します。 

【課題７−２】 
設問を修正し、アンケート用紙、インタビュ
ー質問リストを作成提出して下さい。 

【第 12 回】 

《ブロック 5》調査活動 
①発表と助言指導：設問 
設問を発表し、助言指導を受けて修正します。 
②文献・資料調査の中間報告：調査資料の整理 
調査状況を各自発表し、助言指導を受けて構成の中の
どこで使うかを検討し整理します。 

 

【第 13 回】 

《ブロック 5》調査活動 
①講義：調査計画の⽴案 
調査計画の⽴案方法について理解します。 
②発表と助言指導：文献・資料調査の状況報告２ 
文献・資料調査の状況を各自発表し、助言指導を受
け、要旨のどこに組み入れるかを検討します。 
③講義：ストーリーの作成 
目次に従って各章節の要旨の書き方を理解します。 

【課題７−３】 
調査計画を作成・提出して下さい。 
【課題８】 
要旨を記述し、提出して下さい。 

【第 14 回】 

《ブロック 5》調査活動 
①講義：調査計画の⽴案 
調査計画の⽴案方法について理解します。 
②発表と助言指導：文献・資料調査の状況報告２ 
文献・資料調査の状況を各自発表し、助言指導を受
け、要旨のどこに組み入れるかを検討します。 
③講義：ストーリーの作成 
目次に従って各章節の要旨の書き方を理解します。 

【課題７−４】 
修正をした調査計画を作成・提出して下さ
い。 
【課題８ー２】 
修正をした要旨を提出して下さい。 

【第 15 回】 

《ブロック 5》調査活動 
①発表と助言指導：調査計画と要旨 
調査計画と要旨について各自発表し、指導助言を受け
て固めます。 
①講義：調査結果の分析方法 
調査結果の分析方法について、あらためて理解をしま
す。特に分析結果に基づき仮説を検証し、結論を導き
出す流れについての理解を深めましょう。 

 
【課題９】 
執筆を開始して下さい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2403-
Y05 

2.科目名 卒業研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 

⼾田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』(NHK 出版) ISBN978-
4140911945 
佐藤望（編）『アカデミック・スキルズ 第 2 版―大学⽣のための知的技法入門』(慶應義塾
大学出版会) ISBN978-4-7664-1960- 

21.成績評価 

・ゼミ内での発表〈春学期〉：  10% 【学習目標①④に対応】 
・構成報告〈春学期終盤〉：   20％ 【学習目標①②④⑤⑥に対応】 
・中間発表〈10 月中旬〉：      20％    【学習目標②③④⑤に対応】 
・ゼミ内での発表〈秋学期〉：  10％    【学習目標②③④⑥に対応】 
・口頭試問・課題提出〈12/1 月〉： 40％ 【学習目標②③④⑥に対応】 
※成果物としての卒業課題についてはルーブリック評価を用いて評価する 



 【学習目標①②③⑤⑥に対応】 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・ 

22.コメント 

 学⽣時代に培う論理的な思考や文章の書き方は社会人になってからも必要となります。今
は直接仕事と関係しないと感じるかもしれませんが、社会人になると毎日が課題解決の連続
です。顧客やステークホルダーに受け入れられる提案を個人やチームで考え、意見を出し合
ったりまとめていく力をつけるためには自分自身が論理的な思考を身に付けておく必要があ
ります。なぜその提案が良いのか、どのように解決するのか、それを解決するための提案が
何故有効だと言えるのか。「なぜ」と聞かれた際に「なんとなく」「ただそう思ったから」と
いう回答では相手に受け入れてもらえません。 
 実際にそれが実現可能だという根拠を数字で示したり、他で成功した例を取り上げてみた
りして考える必要があります。 
 自ら課題を見つけ、卒業課題を完成させる経験は社会に出てから必ず役に⽴ちます。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークの場合交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1~2 回目 

春学期オリエンテーション （本授業の概要と進め
方、評価方法のガイダンス） 
・卒業課題作成のためのガイダンスとスケジュールの
確認 

〇卒業論文作成に関する規則やルールの復習  
〇先行研究の収集・精読と発表準備 

3~4 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答① 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

5~6 回目 
・各自の課題意識と研究テーマの発表、および質疑応
答② 
 

〇先行研究の収集・精読と発表準備 

7~8 回目 
・各自の課題章⽴ての発表、および質疑応答① 
 〇先行研究の収集・精読と発表準備 

9~10 回目 
・各自の論文章⽴ての発表、および質疑応答② 
 〇先行研究の収集・精読と発表準備 

11~12 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答① 
 

〇調査手法の準備と発表準備 

13~14 回目 
・調査手法の検討と準備について、各自の報告と質疑
応答② 
 

〇調査手法の準備と発表準備 
〇夏休み中の作業計画の作成 

15~16 回目 

第 15 回：夏休み中の作業計画の提出       
論文構成の報告（副査に提出）・・・春学期終了  
第 16 回：夏休み中の論文の進行状況報告と初稿提出
までのスケジュール確認 

〇論文構成報告書の作成 
☆夏休み：本文の執筆・調査の実施 
〇夏休み中の論文進行状況報告の準備 

17~18 回目 
☆10 月中旬：課題の中間発表 
・各自の論考の報告と質疑応答① 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

19~20 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答② 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 



21~22 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答③ 
 

〇中間報告に向けた発表の準備 
〇文献・フィールド調査・データ分析 

23~24 回目 
・各自の論考の報告と質疑応答④ 
 〇本文の執筆 

25~26 回目 ☆12 月上旬：課題提出（期日は後日指定）  
・提出後、口頭諮問準備 

〇論文の修正 

27~28 回目 
・論文の修正の確認と口頭試問の準備 
 

〇論文の修正 
〇口頭試問の準備 

29~30 回目 
☆1 月中・下旬：口頭試問（2 コマ使用）（各ゼミご
とに実施）  
 

〇口頭試問の準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2403-
Y06 

2.科目名 卒業研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門演習を修得済み
であること 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の準
備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。  
【概要】 
各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析など、秋学期
に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂



版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 

【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 
【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可。 

22.コメント 

? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書のためのガイダン
スとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

【第 2 回】 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

【第 3 回】 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

【第 4 回】 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。  
 

【第 5 回】 
? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 



? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【第 6 回】 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 

【第 7 回】 
? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

【第 8 回】 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

【第 9 回】 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 
 

【第 10 回】 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

【第 11 回】 
? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 

【第 12 回】 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正、文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】研究計画書の提出＝第 15 回目ま
でに提出〔本科目の絶対条件。未提出の場合
は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本年度
の卒業不可〕 
 

【第 13 回】 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正、文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】研究計画書の提出＝第 15 回目ま
でに提出〔本科目の絶対条件。未提出の場合
は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本年度
の卒業不可〕 
 

【第 14 回】 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

 
【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 



【第 15 回】 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

CS2403-
Y07 

2.科目名 卒業研究Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 基礎演習・課題研究・専門研究を修得済み
であること。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提
案書の準備をすることを目的とする。 
 これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活用し、調査研究活動を行い、その成果
を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を行う。 
 とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置く。 
【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析な
ど、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
① 国際ビジネスに関わる幅広い分野において批判的視点から課題を発見し研究テーマを設
定することができる 
② 先行研究を論理的に分析することができる。 
③ 研究課題に関する情報の収集・分析を行い、仮説を客観的データに基づき論証すること
ができる。 
④ 研究及び論文執筆の計画を作成し、実施することができる。 
⑤ 研究成果を既定の書式にそって論文としてまとめることができる。 
⑥ 研究成果について論理的に説明でき、意見を交換することができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

論文 
・明石芳彦（2018）『社会科学系論文の書き方』ミネルバ書房. 
・⻄村克己（2011）『論理的な文章の書き方が面⽩いほど身につく本   
  : 「わかりやすい 文章」を書くための基本ポイント 35』 
 KADOKAWA． 
・二通 信子 他（2009）『留学⽣と日本人学⽣のためのレポート・論 
  文表現ハンドブック』東京大学出版会. 
報告書 
ザ・アール（2018）『これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 改訂
版』フォレスト出版. 
・学研パブリッシング（2012）『【実例 110】レポー 

21.成績評価 【課題１〜9】：計 40％（ルーブリックにより評価） 



【課題 10】研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込まれる調査結果〕：60％（ルー
ブリックにより評価） 
 ⇒ 第 15 回目までに提出することが、本科目の単位取得の絶対条件。未提出の場合は再履
修、卒業研究 II の履修不可＝本年度の卒業不可 

22.コメント 

? 自分の取り上げたテーマについて「なぜだろう？」「本当だろうか？」と批判的に問い続
け、検証し、文章で論理的に説明することが大切です。 
 調査研究成果報告書／企画提案書の作成は、大変な時間と労力を必要とします。行き詰っ
た時には、指導教官だけではなく、友人たちとも議論してみましょう。お互いに気が付かな
い点が見えてくることもあります。大学での学びの総決算として、「やり切った」といえる
モノを書きあげてください。  
・毎回ＰＣを持参使用します。ワード、エクセルのスキルが必要となります。 
・毎回、ノート+筆記用具、または PC を持参して下さい。 
・授業計画に沿って段階を踏みながら取り組むことが重要です。 

23.オフィスアワー 
個人研究室 金曜 3 限 
学習支援センター 水曜昼休み〜 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

・オリエンテーション （本授業の概要と進め方、評
価方法のガイダンス） 
・調査研究成果報告書／企画提案書のためのガイダン
スとスケジュールの確認。  
 

・調査研究、報告書作成に関する規則やルー
ルの復習。 
・卒業論文作成に関する規則やルールの復
習。 
【課題 1】仮テーマ案を３つ程度考え提出す
る。 
【課題 2】先輩の卒業論文を１つ読み、概要
（テーマ、課題、課題解決方法、結論）につ
いてレポートを提出する。 
 

第 2・3 回 
? 【課題 1、2】の提出、発表及び質疑応答 
? 卒論の客観的評価。 
 

【課題３】テーマについての先行研究を 20
点あげ、年代順に並べるなどして傾向・現状
をまとめる。記述方法は執筆要領に従うこ
と。 

第 4・5 回 

? 【課題３】の提出、発表及び質疑応答 
? これまで、また現在どのようなことが議論され課
題となっているかを確認する。 
? テーマを徐々に固め、テーマが固まったら仮説を
⽴ててみる。 
 

【課題４】テーマについて仮説を⽴て、レポ
ートを提出する。 

第 6・7 回 

? 【課題 4】の提出、発表及び質疑応答 
? 仮説を検証するために必要な調査課題とその方法
を検討。 
 

【課題５】調査課題と調査方法についてレポ
ートを提出する。 
 

第 8・9 回 

? 【課題５】の提出、発表及び質疑応答。 
? 改めてテーマの課題を整理し、現状と展望につい
て考察する。 
 

【課題６】調査課題を整理した上で、目次案
を作成し提出する。 

第 10・１1
回 

? 【課題 6】の提出、発表及び質疑応答。 
? アンケート、インタビュー、現地踏査などの諸注
意。 

【課題７】アンケート、インタビューの質問
リストを提出する。 



第 12・13 回 
? 【課題 7】の提出、発表及び質疑応答。 
? 研究計画書〔調査の趣旨・目的、調査方法、見込
まれる調査結果〕の準備。 

【課題 8】アンケート、インタビューの質問
リストの校正 
 文献・資料調査の補足。 
【課題 9】夏休み中の作業計画書の提出＝第
15 回目までに提出 
【課題 10】研究計画書の提出＝第 15 回目ま
でに提出〔本科目の絶対条件。未提出の場合
は再履修、卒業研究 II の履修不可＝本年度
の卒業不可〕 
 

第 14・15 回 
?  【課題 8、9、10】の提出、発表及び質疑応答。 
? 夏休み中の作業の確認。 
 

【課題 1１】夏休み中の進行状況の確認１＝
8 月末までに提出 
【課題 12】夏休み中の進行状況の確認 2＝
秋学期開始前に提出 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO103-
Y01 

2.科目名 経済学 （教職 1 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川脇康⽣ 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

本講義では、今日の経済社会を理解するうえで必要となる経済的知識および経済学的な発想
方法を身につけることを目的とする。 
本講義の学習内容は以下のとおりである。 
・経済学における基本的な概念や専門用語を説明し、それらの活用の仕方を学習する。 
・身近な事例、新聞記事、統計等を題材として、様々な経済現象をとりあげ、経済学で扱わ
れている主要なテーマを具体的に学習する。 
・個々の経済現象がどのようなメカニズムで起こるのかを理論的に学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・経済学の専門用語の意味を理解し活用することができる 
・データから経済現象を読み取ることができる 
・身近な経済現象について経済理論に基づいて他人に説明することができる 

19.教科書・教材 伊藤元重  入門経済学  日本評論社 

20.参考文献 
伊藤元重 はじめての経済学 上・下 日経文庫 
マンキュー 入門経済学 第 3 版 東洋経済新報社 

21.成績評価 

評価・評定については下記項目をもとに総合的に行う 
・授業中の提出物 20% 
・小テスト 30% 
・総括試験 50% 

22.コメント 
経済学は人々の⽣活や社会のあり方を理解するうえで重要な考え方を教えてくれます。 
難しく考えすぎずに取り組んでみることをおすすめします。 
わからないことがあれば、そのままにせずに積極的に質問してください。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み（川脇研究室、三木キャンパス 4 号館 5 階） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/8 
4/15 

第 1 回 経済学とはどのような学問か 
     経済をマクロからとらえる 
第 2 回 有効需要と乗数メカニズム 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

4/22 
5/6 

第 3 回 貨幣の機能 
第 4 回 マクロ経済政策 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

5/13 
5/20 

第 5 回 インフレ・デフレと失業 
第 6 回 高齢社会の財政運営 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 



持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

5/27 
6/3 

第 7 回 小テスト 
第 8 回 国際経済学 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

6/10 
6/17 

第 9 回 需要と供給 
第 10 回 需要曲線と消費者行動 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

6/24 
7/1 

第 11 回 費用の構造と供給行動 
第 12 回 市場取引と資源配分 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

7/8 
7/15 

第 13 回 小テスト 
第 14 回 市場の失敗 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

7/22 第 15 回 総括試験 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO103-
m01 

2.科目名 経済学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川脇康⽣ 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

本講義では、今日の経済社会を理解するうえで必要となる経済的知識および経済学的な発想
方法を身につけることを目的とする。 
本講義の学習内容は以下のとおりである。 
・経済学における基本的な概念や専門用語を説明し、それらの活用の仕方を学習する。 
・身近な事例、新聞記事、統計等を題材として、様々な経済現象をとりあげ、経済学で扱わ
れている主要なテーマを具体的に学習する。 
・個々の経済現象がどのようなメカニズムで起こるのかを理論的に学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・経済学の専門用語の意味を理解し活用することができる 
・データから経済現象を読み取ることができる 
・身近な経済現象について経済理論に基づいて他人に説明することができる 

19.教科書・教材 伊藤元重  入門経済学  日本評論社 

20.参考文献 
伊藤元重 はじめての経済学 上・下 日経文庫 
マンキュー 入門経済学 第 3 版 東洋経済新報社 

21.成績評価 

評価・評定については下記項目をもとに総合的に行う 
・授業中の提出物 20% 
・小テスト 30% 
・総括試験 50% 

22.コメント 
経済学は人々の⽣活や社会のあり方を理解するうえで重要な考え方を教えてくれます。 
難しく考えすぎずに取り組んでみることをおすすめします。 
わからないことがあれば、そのままにせずに積極的に質問してください。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み（川脇研究室 三木キャンパス 4 号館 5 階） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/8 
4/15 

第 1 回 経済学とはどのような学問か 
     経済をマクロからとらえる 
第 2 回 有効需要と乗数メカニズム 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

4/22 
5/6 

第 3 回 貨幣の機能 
第 4 回 マクロ経済政策 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

5/13 
5/20 

第 5 回 インフレ・デフレと失業 
第 6 回 高齢社会の財政運営 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 



持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

5/27 
6/3 

第 7 回 小テスト 
第 8 回 国際経済学 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

6/10 
6/17 

第 9 回 需要と供給 
第 10 回 需要曲線と消費者行動 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

6/24 
7/1 

第 11 回 費用の構造と供給行動 
第 12 回 市場取引と資源配分 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

7/8 
7/15 

第 13 回 小テスト 
第 14 回 市場の失敗 

アサインメント： 
・教科書の該当箇所の復習 
・授業ノートの整理 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

7/22 第 15 回 総括試験 
持参物 
・教科書、ノート 
・パソコン 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO201-
A01 

2.科目名 国際経済論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

本講義では、国の開発と経済発展に関わる理論、発展途上国を中心に海外経済の現状につい
て理解することを目的としている。特に、ここでは近年発展の著しいアジア経済の現状につ
いて学ぶ。 
学修目標 
本講義の学修内容は、以下のとおりである。 
第１に、アジア諸国の経済発展の現況ついて理解を深める。 
第２に、国際経済学における基本的な概念や 専門用語を理解する。 
第３に、アジア諸国の経済発展や開発に関するメカニズムや政策課題についての理解力を養
う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 海外経済の現状について理解する。 （多様性理解と関連） 
② 経済発展や開発に伴う理論と政策課題について学修する。  （専門的知識・技能脳活
用力と関連） 
③ 途上国と先進国の政策課題の違いについて理解できるようになる。   （問題発見・
解決力と関連） 
 

19.教科書・教材 後藤健太「アジア経済とは何か」中公新書 

20.参考文献 ⼾堂康之「開発経済学入門」新世社 
伊藤元重「どうなる世界経済入門国際経済学」光文社 

21.成績評価 

評価・評定については下記項目を基に総合的に行う。  
授業中の提出物 30% （学習目標①を確認） 
中間テスト 30% （学習目標②、③を確認） 
総括試験 40% （学習目標②、③を確認） 
 

22.コメント 

途上国を中心に経済発展や開発は大きな政策課題となっています。 
この授業では、その現状について事例と理論を通じて理解を深めます。 
難しく考えすぎずに取り組んでみることをお勧めします。 
わからないことがあれば、そのままにせず積極的に質問してください。 
 

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

第１回 
第２回 

「日本一極」の２０世紀（１） 
「日本一極」の２０世紀（２） 
 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト    
5-1.授業回数 
 



第３回 
第４回 

アジアの２１世紀はいかに形成されたか（１） 
アジアの２１世紀はいかに形成されたか（２） 
 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト    
5-1.授業回数 
 

第５回 
第６回 
第７回 

開発途上国の経済発展 
新古典派経済成⻑論 
内⽣的経済成⻑論 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト    
5-1.授業回数 
 

第８回 中間試験  

第９回 
第１０回 

グローバル・バリューチェーンの時代（１） 
グローバル・バリューチェーンの時代（２） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト    
5-1.授業回数 
 

第１１回 
第１２回 

国際貿易・海外直接投資のメカニズム 
産業集積、社会関係資本・社会ネットワーク、経済協
力 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト    
5-1.授業回数 
 

第１３回 
第１４回 
 

なぜ日本は後退し、アジア諸国は躍進したか（１） 
なぜ日本は後退し、アジア諸国は躍進したか（２） 

アサインメント： 
-教科書の該当箇所の復習 
-授業ノート の整理 
持参物：教科書、ノー ト    
5-1.授業回数 
 

第１５回 総括試験  
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO201-
M01 

2.科目名 国際経済論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2~ 

10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件 経済学概論を履修していることが望まし
い． 

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

17.授業の目的と概要 

為替レートの変動、インバウンド旅行客など日々のニュースや新聞記事で報道されるものだ
けでなく、私たちが何気なく通っているカフェやお気に入りのスニーカーなど、国際経済と
の関係なしには私たちの経済⽣活は成り⽴ってはいかない。こうしたことを理解するために
国際経済の知識が必要になるのであるが、「鏡を見て自分の顔がわかる」ように、国際経済
学の最も重要な対象は私の経済、日本経済である。国際経済の視点を持つことで、はじめて
日本経済の姿が明らかとなってくる。国境を越えた貿易、投資、企業活動そして人の動きに
焦点をあて、日本経 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本講義の学習内容は、以下のとおりである。 
(1) 国際経済学における基本的な概念や 専門用語を理解する。 
(2) 資料、統計、新聞や雑誌記事などを用いることで現在の世界経済の動きについて理解す
る。 
(3) (1)および(2)により現在の国際経済、そして日本経済について自分なりの視点を確⽴す
る。 

19.教科書・教材 
講義レジュメ。毎回「Web Class 」にアップするので、前もって各自が印刷し目を通して
講義に臨むこと。 

20.参考文献 

伊藤元重『ゼミナール国際経済入門 第 3 版』日本経済新聞社。 
伊藤元重 『どうなる世界経済: 入門国際経済学』 光文社。 
野口悠紀雄 『世界経済入門』講談社。 
 

21.成績評価 ミニ課題: 20%、レポート課題: 30%、期末試験: 50%。 
 

22.コメント 

トランプ米大統領の推進する貿易政策、EU 問題、更には中国を中心としたかつての発展途
上国の開発や経済発展は日本にとっても大きな関心事となっています。これらの新しいテー
マについては、適宜、補って、その現状について事例と理論を通じて理解を深めます。難し
く考えすぎず、いろいろとアンテナを張り巡らせてみると、講義も結構おもしろく感じるも
のです。また、予習はこれといって要求しませんが、復習は単位取得の上で重要です。 
 

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

第 1 回 
世界のなかの日本 
グローバル経済時代の日本、グローバル化で変わる日
本の経済構造 

持参物：講義レジュメ、ノート 
 

第 2 回 
国際経済の変貌 
戦後の国際経済体制、固定相場制から変動相場制へ、
1980 年代以降の世界経済 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 3 回 世界経済の潮流 持参物：講義レジュメ、ノート 



新しい産業で成⻑するアメリカ経済、中国経済はどこ
まで成⻑するか 

第 4 回 
為替レート と経済(1) 
為替レート変動のインパクト、為替レート変動の背景 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 5 回 為替レートと経済 (2) 
固定相場制、変動相場制 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 6 回 
国際収支とマクロ経済政策 (1) 
経常収支とはなにか、経常収支とマクロ経済、経常収
支 変動 の メカニズム 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 7 回 国際収支とマクロ経済政策 (2) 
金融政策、財政政策、ケーススタディ 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 8 回 
国際貿易の基本構造 
貿易の基本的メカニズム、比較優位と 貿易 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 9 回 
国際貿易の基本構造 (2) 
国際貿易と経済成⻑、比較優位と経済構造の変化 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 10 回 
国際貿易の基本構造 (3) 
産業内貿易 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 11 回 通商システム 
通商システムの変貌、新しい時代のの貿易体制 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 12 回 
通商システム(2) 
貿易政策の基礎、産業構造の調整問題 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 13 回 
直接投資と企業のグローバル展開 
拡大する直接投資、直接投資理論の基礎 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 14 回 
直接投資と企業のグローバル展開(2) 
直接投資のインパクト 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 15 回 第 15 回 総括試験 
講義内容の総括、期末試験にむけてのアドバイス 

持参物：講義レジュメ、ノート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ECO201-
y01 

2.科目名 国際経済論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2~ 

10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件 経済学概論を履修していることが望まし
い． 

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

17.授業の目的と概要 

為替レートの変動、インバウンド旅行客など日々のニュースや新聞記事で報道されるものだ
けでなく、私たちが何気なく通っているカフェやお気に入りのスニーカーなど、国際経済と
の関係なしには私たちの経済⽣活は成り⽴ってはいかない。こうしたことを理解するために
国際経済の知識が必要になるのであるが、「鏡を見て自分の顔がわかる」ように、国際経済
学の最も重要な対象は私の経済、日本経済である。国際経済の視点を持つことで、はじめて
日本経済の姿が明らかとなってくる。国境を越えた貿易、投資、企業活動そして人の動きに
焦点をあて、日本経 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本講義の学習内容は、以下のとおりである。 
(1) 国際経済学における基本的な概念や 専門用語を理解する。 
(2) 資料、統計、新聞や雑誌記事などを用いることで現在の世界経済の動きについて理解す
る。 
(3) (1)および(2)により現在の国際経済、そして日本経済について自分なりの視点を確⽴す
る。 

19.教科書・教材 
講義レジュメ。毎回「Web Class 」にアップするので、前もって各自が印刷し目を通して
講義に臨むこと。 

20.参考文献 

伊藤元重『ゼミナール国際経済入門 第 3 版』日本経済新聞社。 
伊藤元重 『どうなる世界経済: 入門国際経済学』 光文社。 
野口悠紀雄 『世界経済入門』講談社。 
 

21.成績評価 ミニ課題: 20%、レポート課題: 30%、期末試験: 50%。 
 

22.コメント 

トランプ米大統領の推進する貿易政策、EU 問題、更には中国を中心としたかつての発展途
上国の開発や経済発展は日本にとっても大きな関心事となっています。これらの新しいテー
マについては、適宜、補って、その現状について事例と理論を通じて理解を深めます。難し
く考えすぎず、いろいろとアンテナを張り巡らせてみると、講義も結構おもしろく感じるも
のです。また、予習はこれといって要求しませんが、復習は単位取得の上で重要です。 
 

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

第 1 回 
世界のなかの日本 
グローバル経済時代の日本、グローバル化で変わる日
本の経済構造 

持参物：講義レジュメ、ノート 
 

第 2 回 
国際経済の変貌 
戦後の国際経済体制、固定相場制から変動相場制へ、
1980 年代以降の世界経済 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 3 回 世界経済の潮流 持参物：講義レジュメ、ノート 



新しい産業で成⻑するアメリカ経済、中国経済はどこ
まで成⻑するか 

第 4 回 
為替レート と経済(1) 
為替レート変動のインパクト、為替レート変動の背景 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 5 回 為替レートと経済 (2) 
固定相場制、変動相場制 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 6 回 
国際収支とマクロ経済政策 (1) 
経常収支とはなにか、経常収支とマクロ経済、経常収
支 変動 の メカニズム 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 7 回 国際収支とマクロ経済政策 (2) 
金融政策、財政政策、ケーススタディ 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 8 回 
国際貿易の基本構造 
貿易の基本的メカニズム、比較優位と 貿易 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 9 回 
国際貿易の基本構造 (2) 
国際貿易と経済成⻑、比較優位と経済構造の変化 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 10 回 
国際貿易の基本構造 (3) 
産業内貿易 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 11 回 通商システム 
通商システムの変貌、新しい時代のの貿易体制 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 12 回 
通商システム(2) 
貿易政策の基礎、産業構造の調整問題 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 13 回 
直接投資と企業のグローバル展開 
拡大する直接投資、直接投資理論の基礎 

持参物：講義レジュメ、ノート 

第 14 回 
直接投資と企業のグローバル展開(2) 
直接投資のインパクト 持参物：講義レジュメ、ノート 

第 15 回 第 15 回 総括試験 
講義内容の総括、期末試験にむけてのアドバイス 

持参物：講義レジュメ、ノート 



1.授業コ
ード 
（ナンバ
リング） 

EDE201-A01 2.科目名 英語科教育法Ⅰ 3.単位
数 

2 

4.授業担
当教員 

三好徹明 

5.授業科
目の区分 

展開科目 
教科及び教科の指導法に関する科
目-各教科の指導法 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 
 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学
期 

8.履修可
能な専攻 教育福祉学科 

9.履修
学年 2 年〜 

10.取得
資格の要
件 

中学(英語) コアカリ対応科目 11.先修条件  

12.研究
室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Address 

※ 15.授業形態 講義 

16.履修
制限 

特になし 

17.授業
の目的と
概要 

＜目標＞ Students understand the basic concepts about English language teaching and decide to 
start teacherʼs license course. 
＜概要＞This is an introductory course on English language teaching (ELT), so that students learn the 
basic knowledge on the purpose of E 

18.学習
目標と 
 ＤＰと
の関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（５）コミュニケーションスキル、
（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①第２言語習得理論や中学校外国語科における 4 技能など外国語（英語）を指導する上で必要な知識が
わかるようになる。 
②①の知識や理解を実践の中で活用できるようになる。 

19.教科
書・教材 

１）土屋澄男・秋山朝康・大城賢・千葉克裕・望月正道『最新英語科教育法入門』研究社 
２） ⽩畑知彦・冨田?一・村野井仁・若林茂則『英語教育用語辞典 第３版』大修館書店 
３）『中学校学習指導要領解説 -外国語編-』文部科学省(最新版)  {WEB 資
料,https://www.mext.go.jp/component/a̲menu/education/micro̲detail/̲̲icsFiles/afieldfile/2019/03
/18/1387018̲010.pdf} 
４）『高等学校学習指導要領解説 -外 

20.参考
文献 

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料(中学校英語) 
{WEB 資料,https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326̲mid̲gaikokg.pdf} 
樋口忠彦・高橋一幸（編）（2015）「Q&A 中学英語指導法事典ー現場の悩みに答えるー」教育出版 
Reference books will be announced in the class.参考書は授業で指示します。 

21.成績
評価 

Quiz 10 点 x3 回=30%, Report 10 点 x3 回=30%, Exam 40% 
英語小テスト 10 点を３回で 30 点、レポート 10 点を３回で 30 点、総括試験で 40 点 
 

22.コメ
ント 

Attend all the classes if you wish to be a teacher.教員を志望するなら、授業は欠席しないこと 



23.オフ
ィスアワ
ー 

研究室オフィスアワー 月 3 限目 

24.
授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第
1
回 

Syllabus シラバスの説明 
Introduction: Why do you want to be an English Teacher? (Writing) 
導入：なぜ英語教師になりたいのか（英作文） 
 

○Read the textbook: Chapter 1 & 
watch video clip (40 min) 
教科書第１章を読み、web でビデオ
視聴（反転授業用） 
 

第
2
回 

Purpose of ELT, Concept of EIL, English as a subject in schools: 
Chapter 1 
第１章：英語教育の目的、国際語としての英語の概念、科目としての
英語科、グループ討論 
 

○Read the textbook: Chapter 2 & 
watch video clip (40 min) 
教科書第２章を読みビデオ視聴 
 

第
3
回 

Teaching Goals of ELT, Four Skills & Language Activity, Presentation 
on reference paper: Chapter 2 
第２章：英語教育の目標、四技能と言語活動、参考資料の発表 
 

○Prepare for the Discussion (60 
min)討論の準備 

第
4
回 

Discussion 1 (Reflecting your English Classes in high school days), 
Quiz 1 
討論１：中高時代の英語授業を振り返る・発表、小テスト１ 
 

○Read the Course of Study, watch 
a short video clip  & Write a 
Report 1 (100 min)学習指導要領
（中学）を読みビデオ視聴。レポー
ト１作成 

第
5
回 

The Course of Study by MEXT (given in Japanese): Bring two 
textbooks. 
中高の学習指導要領を読む（日本語で実施）：指導要領を持参する 
３）『中学校学習指導要領解説 -外国語編-』文部科学省(最新版)  
{WEB 資
料,https://www.mext.go.jp/component/a̲menu/education/micro̲de
tail/̲̲icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018̲010.pdf} 

★Report 1 レポート１提出 
○Read the textbook & watch video 
clip: Chapter 3 (40 min) 
教科書第３章を読みビデオ視聴 
 

第
6
回 

Environmental, Social & Pedagogical Factors in ELT,  Authorized 
Textbooks: Chapter 3 第３章：英語教育の社会的・教育的要因、検定
教科書 

○Read the textbook & watch video 
clip: Chapter 4 (40 min)教科書第４
章を読みビデオ視聴 

第
7
回 

Theory of Learners: Age,& Aptitude, Slow Learners, Learning 
Strategies: Chapter 4 第４章 英語学習の年齢・適正、不得意な学
習者、学習方略、グループ討論 

○Prepare for the Discussion (60 
min)討論の準備 

第
8
回 

Discussion 2 (Ideal English Teachers), Quiz 2 
討論２（理想的な英語教師像）と発表、小テスト２ 

○Write a Report (90 min) & watch 
a video clip (10 min)レポート作成、
ビデオ視聴 

第
9
回 

Present Japanese Situation on ELT 1 
日本の英語教育の現状１、グループ討論と発表 
 

★Report 2 レポート提出 
○Read the textbook: Chapter 5 & 
watch a video clip  (40 min) 教科
書第５章を読みビデ視聴 



 

第
10
回 

Theory of Teachers: Endowment, Roles & Requirements: Chapter 5 
Group Discussion 第５章 教師論：資質、役割、必要条件、グルー
プ討論 
 

○Preparation for Materials (60 
min)教材準備 

第
11
回 

Teaching Materials: Arrangement of Materials, Teaching with a 
Textbook, Material Development & its Ideas 教材論：教材の配列、教
科書で教える、教材の開発とアイデア、グループ討論 

○Preparation for the Discussion 
(60 min)討論の準備 

第
12
回 

Discussion 3 (Teaching English through English), Quiz 3 
討論３：英語で英語の授業を実施する、発表 

○Write a Report (90 min)レポート
３作成 

第
13
回 

Present Japanese Situation on ELT 2 
日本の英語教育の現状２、グループ討論 
 

★Report 3 レポート３提出  
○Read the textbook & watch a 
video clip: Chapter 6 (40 min)教科
書第６章を読みビデオ視聴 

第
14
回 

Theoretical Aspects on Language Learning (given in Japanese): 
Chapter 6, Reading Aloud: Practice 第６章：外国語学習の理論的側
面（日本語で実施）、音読の練習 

○Review (70 min)総復習 

第
15
回 

Consolidation 総括  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDE201-
Y02 

2.科目名 英語科教育法Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
英語コミュニケーション学科 
英語教育学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
高校１種(英語) 中学１種
(英語)教員免許 11.先修条件 教職課程に登録済みであること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、議論（グループワーク）・発表 
16.履修制限 TOEFL-ITP 420 点以上、TOEIC 420 点以上（証明を提示する） 

17.授業の目的と概要 
【目的】英語科教育の基礎を学び、教職を目指す決意を固める。 
【概要】日本における英語教育の基礎知識、学習者論、教師論、教材論、学習指導要領の基
礎を学び、英語教育の現状を把握し、議論を通して自分の意見を確⽴する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(4) 問題発見・解決力の学修に関連しています。 
１）英語教育の諸問題を論理的に考えて議論し、解決策を考え出せる。 
２）英語科教育の基礎知識を習得し、説明できる。 

19.教科書・教材 
土屋澄男（編著）『新編英語科教育法入門』改訂版、研究社 
Other materials will be provided through files and handouts. 

20.参考文献 
Reference books will be announced in the class. 
小中高の英語「学習指導要領(Course of Study)」は、ファイルで配布予定 

21.成績評価 

１）小テスト ８点×３回=24 点（英検２級レベルの文法、読解、聴解） 
２）レポート 10 点×３回＝30 点（議論に関するまとめと意見） 
３）総括試験 46 点 
＊合格基準：小テストは２回以上、レポートは３回とも提出し、総括試験を受験 

22.コメント 

必要な資料 Web Class で配布する。 
提出期限を過ぎた提出物は、原則として受け取らない。 
一部の討論は、英語で実施する。 
英語教師を目指す人は、原則として欠席をしないこと 

23.オフィスアワー センター：木曜昼休み、研究室：金曜２限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1. 4/14 

導入（シラバス説明と注意事項）、教員採用試験の現
状、基礎知識 
  Writing: Why do you want to be an English 
teacher? 

予習：第１章を読む＋章末課題を考える(45
分) & watch video clip on the Web Class 
(30min) 

2.  4/21 
Writing feedback、第１章：英語科教育の目的、グル
ープ討論（章末課題） 

予習：第２章を読む＋章末課題を考える(45
分) & watch video clip (30min) 

3.  4/28 
第２章：英語科教育の目標、四技能五領域、グループ
討論（章末課題） Prepare the Discussion 1 (60min) 

4. 5/12 小テスト１（文法）、討論１（ＰＢＬ）：中高時代の英
語授業を振り返る（問題点と解決） 

Read the Course of Study, Watch short 
video clip & write a report 1 (90min) 

5. 5/19 
学習指導要領の解説（中学校英語を中心に、小学校・
高等学校の英語も適宜扱う） 
レポート１提出 

予習：第３章を読む＋＋章末課題を考える
(45 分)& watch video clip (30min) 、PC 持
参 

6. 5/26 第３章：学習者論（年齢、適正、slow learners、学
習方略）、 

予習：第４章を読む＋章末課題を考える(45
分)& watch video clip (30min) 



グループ討論（章末課題） 

7. 6/02 第４章：教師論（役割、条件、身分）、グループ討論
（章末課題） 

Prepare the Discussion 2 (60min) 

8. 6/09 
小テスト２（読解）、討論２（ＰＢＬ）：英語学習方略
の比較と評価・改善 
授業中間評価実施 

予習：配布資料を読み意見をまとめる, Write 
a report 2 & Watch video clip (90min) 

9. 6/16 
日本の英語教育の現状、グループ討論（章末課題） 
レポート２提出 

予習：第５章を読む＋章末課題を考える & 
watch video clip (60min) 
 

10. 6/23 第５章：外国語教育の理論的側面、グループ討論（章
末課題） 

予習；議論３の準備（資料を読み意見をまと
める(60 分） 

11. 6/30 

小テスト３（リスニング）、討論３（ＰＢＬ）：小学校
英語教育の課題と解決 
第６・７章の発表分担、参考資料配付 
 

レポート３作成（45 分）、予習：配付資料を
読む(45 分) 

12. 7/07 
発音指導：日本人学習者の課題、グループ討論（章末
課題） 
レポート３提出 

Write a report 3 & 予習：発表準備 (90min) 

13. 7/14 
第６章：指導法の変遷１（プレゼン）、グループ討論
（章末課題） 予習：発表準備（60 分） 

14. 7/21 
第 7 章：指導法の変遷 2（プレゼン）、まとめ、授業
期末評価実施 復習：試験準備（90 分） 

15. 7/328 総括試験（教科書、配付資料、辞書参照可）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDE209-
Y01 

2.科目名 英文法研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科・英語教育学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 

中学校教諭一種免許（英
語） 
高等学校教諭一種免許（英
語） 
 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・討論・発表 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
伝統文法を見直しつつ、最近の研究成果を取り入れて記述文法へシフトし、受講者の知識の
確認を行い、各文法項目の詳細について議論する。文法は、コミュニケーションを支える役
割があり、知識だけを持っていても、実際にコミュニケーションの場面で使えなければ、文
法を学ぶ意味はない。本科目では、知識としての文法を確認すると同時に、コミュニケーシ
ョンに活かせる道具となる英文法の修得を目指す事を目的としている。 
【概要】 
受講者の獲得している文法知識の確認を行い、新に見直した知識の応用（＝コミュニケーシ
ョンへの活用） 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(4) 問題発見・解決力の学修に関連しています。 
【学修目標】 
１）これまでに学んだ学校文法に関する基礎知識を確認し、記述文法へ発展させることがで
きる 
２）主要文法項目の問題点について自分の意見を持ち、議論できる 

19.教科書・教材 
教科書は使用しない。 
Web Class でハンドアウト配付 

20.参考文献 

卯城祐司 『英語で教える英文法』（研究社） 
小寺茂明『英語教科書と文法教材研究』（大修館書店） 
鈴木寛次・三木千絵『根本理解 やり直し英文法』（大修館書店） 
江藤裕之『英文法のエッセンス』（大修館書店） 
畠山雄二『大学で教える英文法』（くろしお出版） 
その他、必要に応じて授業内で指示します。 

21.成績評価 

１）小テスト： 10 点×３回=30%（時制、冠詞と数、受動の３回） 
２）レポート：15+15=30% （必ず２回とも提出していること） 
   レポート１は完了相に関する課題 
   レポート２は法助動詞に関する課題 
３）総括試験：40%（専門知識の応用と確認）  
＊合格基準：小テストを２回以上受験、レポートは２回とも提出、総括試験を受験 

22.コメント 
教室での文法指導で必ず役⽴つので、教職課程履修者の受講を強く勧めます。 
英和辞典は毎回必ず持参して下さい。 
レポートは、締切を過ぎた場合、原則として受け取りません。 

23.オフィスアワー センター：木曜昼休み、研究室：金曜２限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



1. 4/08 
導入（シラバス説明、受講の注意） 
講義・練習：文の構成要素 

Practice の解答を作成する（３０分） 

2. 4/15 講義・練習：文と形式 Practice の解答を作成する（３０分） 
3. 4/22 
(4/29 は祝
日） 

講義・練習：時制と相１（時制の用法） Practice の解答を作成する（３０分） 

4. 5/06 
講義・練習：時制と相２（完了相、未来表現） 
group work：完了相について 

レポート１を作成し、Web Class に提出す
る（６０分） 
Practice の解答を作成する（３０分） 

5. 5/13 講義・練習：冠詞・数１ (bounded / unbounded) 
小テスト１： 時制 

Practice の解答を作成する(30 分） 
小テストの為の復習をする（３０分） 

6. 5/20 講義・練習：冠詞・数２(known / unknown) Practice の解答を作成する（３０分） 

7. 5/27 講義・練習：能動と受動１ （区別、受動文） 
小テスト 2： 冠詞と数 

Practice の解答を作成する(30 分） 
小テストの為の復習をする（３０分） 

8. 6/03 講義・練習：能動と受動２（受動の意義と構文） Practice の解答を作成する（３０分） 

9. 6/10 
講義・練習：関係と修飾１（形容詞、分詞、関係詞）  
小テスト 3： 受動 

Practice の解答を作成する(30 分） 
小テストの為の復習をする（３０分） 

10. 6/17 講義・練習：関係と修飾２（副詞、分詞構文、比較表
現） 

Practice の解答を作成する（３０分） 

11. 6/24 
講義・練習：仮定法、法助動詞 
group work：法助動詞について 

レポート２を作成し、Web Class に提出す
る（６０分） 
Practice の解答を作成する（３０分） 

12. 7/01 講義・練習：時と場所１（空間） 前置詞の詳細 
 

Practice の解答を作成する（３０分） 

13. 7/08 講義・練習：時と場所２（時間）前置詞の詳細 Practice の解答を作成する（３０分） 
14. 7/15 講義・練習：情報構造と焦点 Practice の解答を作成する（３０分） 
15. 7/22 総括試験（辞書、ハンドアウト、参考書参照可） 試験の為の復習をする（６０分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDE210-
Y01 

2.科目名 英語発音クリニック 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
英語コミュニケーション学科、教育福祉学科 
 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
中学教諭１種（英語） 
高校教諭１種（英語） 
 

11.先修条件 
音声の学修が初めての学⽣も歓迎 
秋学期の英語音声学も履修することが望ま
しい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 

16.履修制限 
ＰＣ教室は 48 席で、間を空ける都合から２４名に制限します。履修希望者が多い場合は、
第１回目の授業で抽選をします。履修希望者は、必ず第１回目の授業に出席してください。 

17.授業の目的と概要 

目的：英語でコミュニケーションをする際に通じる発音能力の習得の習得を目指します。 
         １）英語発音の目標として国際語としての英語（EIL）のレベルに達す
る 
         ２）その応用として、音声表現ができる 
概要：受講者の英語発音を矯正し、国際語としての英語発音レベルに到達するまで訓練す
る。また、基本的な発音の 
        応用として、音読など音声表現についても訓練する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
１）自身の発音能力向上の為に継続的な練習ができる 
２）他者の発音を聞いて、その問題点を見つけ、矯正に必要な方法を決めることができる 

19.教科書・教材 
有本 純ほか(2021)「英語発音の指導」   ISBN978-4-384-05952-6 三修社 
Web Class でハンドアウト配布 

20.参考文献 必要に応じて、授業中に指示します。 

21.成績評価 

１）発音テスト： 10 点×4 回=40%  （プロソディ 1 & 2、⺟音、子音の 4 回） 
２）Performance テスト： 10 点×２＝20%（Jazz chants & expressions：いずれもペア発
表） 
３）総括試験（発音と筆記）： 35% 
４）ふりかえりレポート：  5% 
＊合格基準：発音テストを４回とも受験、Performance は１回以上、総括試験を受験 

22.コメント 
特に、教員志望の学⽣は、この科目が重要な意味を持ちます。 
英語音声学を秋学期に履修することが望ましい。 
＊オンライン授業になった場合は、録音用アプリの使い方について、別途説明します。 

23.オフィスアワー センター：木曜昼休み、研究室：金曜２限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１. 4/14 
導入（シラバス説明、発音診断ソフト説明）、発音診
断、英語音声学の基礎知識 
 

復習（45 分） 

２． 4/21 
診断テストのフィードバック 
日英語の音声比較 

復習、予習：第２章を読み音源を聞く（90
分） 

３． 4/28 講義＆演習：強勢とリズム（第２章） 予習：第３章を読み音源を聞く（45 分） 

４． 5/12 講義＆演習：イントネーション（第３章） 
復習：発音練習、予習：第４章を読み音源を
聞く（90 分） 

５． 5/19 講義＆演習：音声変化（第４章）、 発音テスト１ 予習：第５章を読み音源を聞く（45 分） 



(prosody 1：強勢・イントネーション) 

６． 5/26 
発音テスト１フィードバック 
講義＆演習：第５章 ⺟音１（前⾆⺟音・中⾆⺟音） 
Jazz Chants（group & pair work) 

予習：第５章を読み音源を聞く（45 分） 

７． 6/02 
講義＆演習：第５章 ⺟音２（後⾆⺟音・二重⺟音） 
Jazz Chants（group & pair work) 
発音テスト２（prosody 2：音声変化) 

復習：発音練習（30 分） 
予習：第６章を読み音源を聞く（45 分） 

８． 6/09 
発音テスト２フィードバック, Jazz Chants（group & 
pair work) 
講義＆演習：第６章 子音１（破裂音・摩擦音） 

復習：発音練習(30 分) 

９． 6/16 
発音テスト３（⺟音）, Jazz Chants (pair work) 
講義＆演習：第６章 子音２（破擦音・⿐音）、音声表
現(expressions)解説 

予習：第６章を読み音源を聞く（45 分） 

10. 6/23 

発音テスト３フィードバック, Jazz Chants （pair 
work) 
講義＆演習：第６章 子音３（側音・接近音・子音
群） 
ペア練習: expressions、Performance テスト 1( Jazz 
Chants: pair)  
 

発音練習（30 分） 
Performance 練習（30 分） 

11. 6/30 発音テスト４（子音）、ペア練習：音声表現
(expressions) 

発音練習（30 分） 
Performance 練習（30 分） 

12. 7/07 
発音テスト４フィードバック 
講義とペア練習：音声表現（第２〜４章の復習・音
節） 

発音練習（30 分） 
Performance 練習（30 分） 

13. 7/14 ペア練習：音声表現、Performance テスト
2(expressions: pair) 

教科書の復習と発音練習(90 分) 

14. 7/21 総括試験（発音実技と筆記）、レポートの説明 レポート作成（60 分） 
15. 7/28 総括試験フィードバック、振り返り Web Class にレポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS201-
M01 

2.科目名 社会科教育法Ⅰ （教職２年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小寺正敏 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに高めることをめざし
て、社会科における地理的分野の授業の方法と実践について学ぶ。 
【概要】 
１ 中学校社会科の地理教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行の学習指導要領
を概観し、教育的課題を考察する。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる地理学の内容から主要なテー
マを取り上げて学ぶことにより、地理学への理解を深めるとともに、地理教 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目のＤＰは（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
いる。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
１ 中学校社会科の学習の中で、地理的分野の教育に求められる課題に気づき、解決への道
筋を考察することができる。 
２ 中学校社会科の地理的分野の教育にとって、必要となる地理に関する専門的学識を高め
ることができる。 
３ 社会科教員として、専門的学識をもって⽣徒の価値観や社会認識を育成するための教育
を実践する資質を高めることをめざして、社会科授業の指導力の基礎を作ることができる。 
 

19.教科書・教材 
講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 
中学校用社会科教科書『新しい社会 地理』（東京書籍）、『新しい社会科地図』（東京書
籍）、「学習指導要領」、その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは地理学の専門的内容を教材として
工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント 

教育の重要性を理解し、教育者として社会貢献をしたいという志の高い人、知的好奇心が旺
盛で、学的探究の意欲の高い人を期待する。 
教科教育の趣旨から、深い教材研究の能力とともに、授業実践に際しての教材開発や指導方
法の工夫に取り組む力が必要となる。そのために地理学の専門的学識が地理教育の前提とな
ることに留意して欲しい。 
本科目では模擬授業を演習として重視するので、受講⽣の人数によっては模擬授業を行う回
数を変更することになる。その場合は、講義内容にも変更を行うことになる。 

23.オフィスアワー 授業の前後に講師控え室等で対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 
 

ガイダンス、地理教育論総説：地理教育の意義、学習
指導要領に基づく教育目標と課題 
 

 

第２回 
 

地誌教育の課題と公共政策論：地誌的学習に関する留
意点、日本地誌の学習の視点と方法 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回 
 

地域の経済・社会的課題：経済・社会関係の統計資料
の読み取り、地域の現代的課題に関する学習指導 
資料読み取り作業の演習を含む 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
 

産業⽴地の原理と地域経済：「産業を中核とした考
察」（学習指導要領）を中心に、系統地理から経済地
理の教材化 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇レポート作成（360 分） 

第５回 
 

都市と都市政策：「人口や都市・村落を中核とした考
察」（学習指導要領）を中心に、系統地理から人口地
理・都市地理の教材化 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★レポート提出 

第６回 
 

世界地誌の発展的学習に関する視点と課題：国際政治
及び国際経済の諸問題の考察、地理的な視点から国際
関係を理解すること 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
 

世界の地域の学習指導例Ⅰ：ヨーロッパの政治地理 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回 
 

世界の諸地域の学習指導例Ⅱ：イスラーム世界の文化
地理 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★模擬授業希望調査票提出 

第９回 
 

世界の諸地域の学習指導例Ⅲ：東南アジアの地政学的
位置を中心に 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★レポート提出 

第 10 回 
 

・実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習
指導案及び関連教材に関する説明（教育機器の活用を
含む）、作成 
 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
 

・実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成
の継続と手直し、各担当内容の教材研究についての指
導・助言 
 

〇学習指導案の作成及び完成、関連教材の準
備、各自担当授業の予習（360 分） 
◆ノートパソコン◆ 

第 12 回 
 

・実習：模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、
更なる改善・向上に向けての指導 
・ディスカッション：模擬授業について意見交換 
 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 13 回 
 

・実習：模擬授業Ⅱ：同上 
・ディスカッション：同上 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 14 回 
 

・実習：模擬授業Ⅲ：同上 
・ディスカッション：同上 

〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 



 

第 15 回 
 

地理教育論の総括：模擬授業の総括的評価、地理教育
の課題及び関連知識に関する確認する総括試験 
 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS201-
Y01 

2.科目名 社会科教育法Ⅰ （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小松郁夫 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

本授業の目的 
中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに高めることをめざし
て、社会科における地理的分野の授業の方法と実践について学ぶ。 
本授業の概要 
１ 中学校社会科の地理教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行の学習指導要領
を概観し、教育的課題を考察する。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる地理学の内容から主要なテー
マを取り上げて学ぶことにより、地理学への理解を深めるとと 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目のＤＰは（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
いる。 
１ 中学校社会科の学習の意義を、特に地理的分野の教育的特質を中心に学ぶ。 
２ 中学校社会科の地理的分野の教育に必要となる地理に関する専門的学識を学ぶ。 
３ 社会科教員として、専門的学識をもって⽣徒の価値観や社会認識を育成するための教育
を実践する資質を高めることをめざして、社会科授業の理論と実践を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 
講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 
中学校用社会科教科書『新しい社会 地理』（東京書籍）、『新しい社会科地図』（東京書籍） 
その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは地理学の専門的内容を教材として
工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント 

教育の重要性を理解し、教育者として社会貢献をしたいという志の高い人、知的好奇心が旺
盛で、学的探究の意欲の高い人を期待する。 
教科教育の趣旨から、深い教材研究の能力とともに、授業実践に際しての教材開発や指導方
法の工夫に取り組む力が必要となる。そのために地理学の専門的学識が地理教育の前提とな
ることに留意して欲しい。 
本科目では模擬授業を演習として重視するので、受講⽣の人数によっては模擬授業を行う回
数に変更があり、その場合は講義内容にも変更を行うことがある。 

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

第１回 
 

ガイダンス、地理教育論総説：地理教育の意義、学習
指導要領に基づく教育目標と課題 
 

 



第２回 
 

地域学習の方法と課題：地誌的学習に関する留意点、
地理的条件から見る国際関係 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★模擬授業希望調査票提出 

 
諸資料に基づく地理学習の方法：地形図の読み取り
（課題作業を含む） 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★レポート提出 

第４回 
 

地域学習の視点と教材開発Ⅰ：「産業を中核とした考
察」（学習指導要領）を中心に、系統地理から経済地
理の教材化 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第５回 
 

地域学習の視点と教材開発Ⅱ：「人口や都市・村落を
中核とした考察」（学習指導要領）を中心に、系統地
理から人口地理・都市地理の教材化 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
 

第６回 
 

地域学習の視点と教材開発Ⅲ：「⽣活・文化を中核と
した考察」（学習指導要領）を中心に、文化地理の教
材化（課題作業を含む） 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★レポート提出 

第７回 
 

日本の諸地域の学習指導：近畿地方を例として 
 〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回 
 

世界の諸地域の学習指導：ヨーロッパを例として 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
 

第９回 
 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習指導案及
び関連教材に関する説明（教育機器の活用を含む）、
作成 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
◆ノートパソコン◆ 

第 10 回 
 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成の継続と
手直し、各担当内容の教材研究についての指導・助言 
 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
 

模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、更なる改
善・向上に向けての指導 
 

〇学習指導案の作成及び完成、関連教材の準
備、各自担当授業の予習（360 分） 

第 12 回 
 

模擬授業Ⅱ：模擬授業の実施と結果の講評、更なる改
善・向上に向けての指導 
 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 13 回 
 模擬授業Ⅲ：同上 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 14 回 
 

模擬授業Ⅳ：同上 
〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 15 回 
 

地理教育論の総括：模擬授業の総括的評価、地理教育
の課題及び関連知識に関する確認する総括試験 
 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS301-
M01 

2.科目名 社会科･公⺠科教育法Ⅰ (教職 3 年) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小寺正敏 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 教職（３年） 

10.取得資格の要件 高校（公⺠）、中学（社
会） 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
高校の公⺠科教員及び中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに
高めることをめざして、高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠的分野の授業の方法と実践につ
いて学ぶ。 
【概要】 
１ 高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行
の学習指導要領を概観し、教育的課題を考察する。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる公⺠的分野の教科内容に相当
する人文・社会科学の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目のＤＰは（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
いる。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
１ 高校公⺠科の学習の意義、及び中学校社会科の学習の意義については公⺠的分野の教育
的課題に気づき、その解決の道筋を考える資質を養うことができる。 
２ 高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠的分野の教育に必要となるような、政治学・法学・
経済学など社会科学に関する専門的学識を、学習教材化の観点から学ぶことができる。 
３ 高校公⺠科及び中学校社会科教員として、専門的学識をもって⽣徒の価値観や社会認識
を育成するための教育を実践する資質を高めることをめざして、公⺠科及び社会科授業の実
践力の基礎を作ることができる。 
 

19.教科書・教材 
講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 
高校公⺠科教科書『公共』（東京書籍）、中学校用社会科教科書『新しい社会 公⺠』（東京
書籍） 
、「学習指導要領」、その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは人文・社会科学の専門的内容を教
材として工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント 

教育の重要性を理解し、教育者として社会貢献をしたいという志の高い人、知的好奇心が旺
盛で、学的探究の意欲の高い人を期待する。 
教科教育の趣旨から、深い教材研究の能力とともに、授業実践に際しての教材開発や指導方
法の工夫に取り組む力が必要となる。そのために政治学、法学、経済学など社会科学の専門
的学識が公⺠科教育の前提となることに留意して欲しい。 



本科目では模擬授業を演習として重視するので、受講⽣の人数によっては模擬授業を行う回
数を変更することもある。その場合は、講義内容を変更することになる。 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に講師控え室等で対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

ガイダンス、公⺠科教育論総説：公⺠科教育の課題と
方法、学習指導要領（中・高校）の教育目標と課題、
シティズンシップの確⽴をめざす教育について 

 

第２回 
 

政治分野の方法と教材開発Ⅰ：⺠主政治の学習課題と
方法、主権者教育に求められること、政治哲学の古典
の教材化の試論 
政治哲学資料の読解演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回 
 

政治分野の方法と教材開発Ⅱ：現代政治の特質の理
解、政治参加の意義、⺠主主義の理念を古典から読み
解くこと 
政治哲学資料の読解演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
 

憲法教育の方法と教材開発Ⅰ：憲法教育の方法と課
題、⽴憲主義の歴史的意義の理解、日本国憲法条文及
び主要憲法判例の教材化の工夫について 
法哲学資料の読解演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇レポート作成（360 分） 

第５回 
 

憲法教育の方法と教材開発Ⅱ：自由権的基本権につい
ての憲法条項と判例の学習指導 
憲法判例演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
★レポート提出 

第６回 
 

憲法教育の方法と教材開発Ⅲ：社会権的基本権及び法
の下の平等についての憲法条項と判例の学習指導 
憲法判例演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
 

法教育の方法と教材開発：法の考え方の理解、私法及
び刑事法の諸原理の理解、司法制度（特に裁判員制
度）についての学習 
法哲学資料の読解演習を含む 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回  
 

経済分野の方法と教材開発：経済の基本原理に関する
教育課題、日本経済についての学習方法と教材の工夫 
経済理論資料の演習を含む 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分） 
★模擬授業希望調査票提出 

第９回 
 

実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習指
導案及び関連教材に関する説明（教育機器の活用を含
む）、作成 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 10 回 
 

実習：学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成の
継続と手直し、各担当内容の教材研究についての指
導・助言 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
 

実習：模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、更
なる改善・向上に向けての指導 
 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 12 回 
 

実習：模擬授業Ⅱ：同上 
〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 



第 13 回 
 

実習：模擬授業Ⅲ：同上 
〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 14 回 
 

実習：模擬授業Ⅳ：同上 
〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 15 回 
 

公⺠科教育論の総括：模擬授業の総括的評価、公⺠科
教育の課題及び関連知識に関する確認の総括試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDS301-
Y01 

2.科目名 社会科･公⺠科教育法Ⅰ （教職 3 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 中高教職 
6.必修・ 
選択の区分 

中高必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 教職（３年） 

10.取得資格の要件 高校（公⺠）、中学（社
会） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 教職課程履修者のみが履修してください。 

17.授業の目的と概要 

本授業の目的 
高校の公⺠科教員及び中学校の社会科教員として求められる学識や資質を身につけ、さらに
高めることをめざして、高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠的分野の授業の方法と実践につ
いて学ぶ。 
本授業の概要 
１ 高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠教育の目標を含めた全体像を把握するために、現行
の学習指導要領を概観し、教育的課題を考察することができる。 
２ 教員は教科指導の専門家として、教材研究及びさまざまな教材開発を工夫し、授業の質
を高める資質が求められる。従って、本科目では、対象となる公⺠的分野の教科内容に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の（1）自律的で主体的な態度（4）問題発見・解決力と（6）専門的知識・技
能の活用力に関連しています。 
１ 高校公⺠科の学習の意義、及び中学校社会科の学習の意義については、特に公⺠的分野
の教育的特質を理解し説明することができる。 
２ 高校公⺠科及び中学校社会科の公⺠的分野の教育に必要となるような、人文・社会科学
に関する専門的学識が習得できている。 
３ 高校公⺠科及び中学校社会科教員として、専門的学識をもって⽣徒の価値観や社会認識
を育成するための教育を実践する資質を高めることをめざして、公⺠科及び社会科授業の理
論と実践ができる。 
 

19.教科書・教材 講義レジュメ及び資料のプリント 
その他、必要なものがあれば講義中に配布する。 

20.参考文献 
高校公⺠科教科書『現代社会』（東京書籍）、中学校用社会科教科書『新しい社会 公⺠』
（東京書籍） 
その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

評価については、以下の項目に基づいて総合的に行う。 
講義内容についてのレポート（20％）：各回のレポートは人文・社会科学の専門的内容を教
材として工夫する試みを中心とする。 
模擬授業について、指導案の作成（10％）、模擬授業の実施（30％） 
総括試験（40％）：専門的内容の教材化の可能性を総括的に考察するために実施する。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 学修支援センター：水曜日お昼休み 
個人研究室：⽕曜日 2 時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

ガイダンス、公⺠科教育論総説：公⺠科教育の課題と
方法、学習指導要領（中・高校）の教育目標と課題、
シティズンシップの確⽴をめざす教育について 

 



第２回 
 

「政治」分野の方法と教材開発Ⅰ：⺠主政治の学習課
題と方法、主権者教育に求められること 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回 
 

「政治」分野の方法と教材開発Ⅱ：現代政治の特質の
理解、政治参加の意義、国際政治を理解する視点の育
成 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
 

「政治」分野の方法と教材開発Ⅲ：憲法教育の方法と
課題（自由権的基本権を中心に）、日本国憲法の教材
化の工夫について 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇レポート作成（360 分） 

第５回 
 

「政治」分野の方法と教材開発Ⅳ：憲法教育の方法と
課題（社会権的基本権を中心に）、日本国憲法の教材
化の工夫について 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
★レポート提出 

第６回 
5/25 

「経済」分野の方法と教材開発Ⅰ：経済の基本原理に
関する教育課題、日本経済についうての学習方法と教
材の工夫 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
6/1 

「経済」分野の方法と教材開発Ⅱ：社会問題（国際社
会を含む）と経済活動に関する教育の課題 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回  
6/8 

主題学習の課題と方法：「現代日本の政治」を考えさ
せる授業の課題設定の仕方と工夫（資料読解及び社会
科学的思考を養う発展的学習として） 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇レポート作成（360 分） 
★模擬授業希望調査票提出 

第９回 
6/15 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅰ：学習指導案及
び関連教材に関する説明（教育機器の活用を含む）、
作成 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 10 回 
6/22 

学習指導案作成及び教材構成の指導Ⅱ：作成の継続と
手直し、各担当内容の教材研究についての指導・助言 

〇学習指導案の作成と関連教材の準備（360
分） 
★レポート提出 
◆ノートパソコン◆ 

第 11 回 
6/29 

模擬授業Ⅰ：模擬授業の実施と結果の講評、更なる改
善・向上に向けての指導 
 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 12 回 
7/6 模擬授業Ⅱ：同上 

〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 13 回 
7/13 

模擬授業Ⅲ：同上 〇各自担当授業の予習（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 

第 14 回 
 

模擬授業Ⅳ：同上 
〇総括試験の準備（360 分） 
★各自の授業終了時に学習指導案提出 
 

第 15 回 
 

公⺠科教育論の総括：模擬授業の総括的評価、公⺠科
教育の課題及び関連知識に関する確認の総括試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU101-
A01 

2.科目名 教育学概論 (1/2)（6 月 9 日〜7 月 28 日） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 １年⽣〜 

10.取得資格の要件 

保育士資格 
小学校教諭一種免許 
幼稚園教諭一種免許 
中学校教諭一種免許（英
語） 
 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

 この授業は、「教育」という営みに関して基本的な知識を獲得したうえで、「教育とはなに
か」ということに関する自分なりの考えを確⽴することを最終目標とします。 
 そのためのステップとして、これまでの教育思想、教育の歴史、教育の制度、教育の理
念・目的、教育内容、⽣涯学習と社会教育、現代の教育問題に関する基本的な理解と知識の
獲得をめざします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキル の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の下記のとおりです。 
①「教育とはなにか」という問題への関心をもつこと、②代表的な教育思想、教育の歴史、
教育の制度、教育目的・教育内容・教育方法、⽣涯学習と社会教育、現代日本の教育問題に
関して説明できるようになること、⑧教育に関するトピックに関し、自分で情報を収集し、
自分の意見を持ち、他の学⽣と意見交換ができること 

19.教科書・教材 
使用しません。各授業時に教材としてプリントと資料を配布するので、それをきちんとファ
イルすることが必要です。 

20.参考文献 授業時に随時紹介します。 

21.成績評価 

下記の４項目についてすべて取り組んだうえで、合計 60 点以上で単位修得となる。 
①総括試験 50％ → 学習目標の①と② 
②中間レポート 20％ → 学習目標の①と② 
③グループワーク時のワークシート（10％×２回） 20％ → 学習目標の③ 
④宿題提出 10％ → 学習目標の①と② 
 

22.コメント 
この科目は、教育学部の１年⽣対象の学部共通必修科目です。 
このクラスは、教育学部の学⽣を対象とします。 
 

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

【第 1 回】 
 

オリエンテーション：授業の進め方、評価方法等につ
いてのオリエンテーション 
Ⅰ 教育とは何か：①人間形成と教育；人間の育ち方
の特徴と教えるという行為 
 

〇・「教育」と「発達」という言葉の語源を
調べてくる（120 分） 
 ・各国の合計特殊出⽣率を調べてくる
（120 分） 
 



【第 2 回】 
Ⅰ 教育とは何か：②子どもの⽣活：社会の変容に伴
う子どもの⽣活の変化 ③近代教育思想の系譜；⻄洋
における教育思想の歩み（その１） 

〇指定された教育思想家について調べてくる
（240 分） 

【第 3 回】 
Ⅰ 教育とは何か：③近代教育思想の系譜；⻄洋にお
ける教育思想の歩み（その２） 

〇・「日本国憲法」と「教育基本法」で、義
務教育について書かれている条文を調べてく
る（90 分） 
 ・次回のグループワークの教材を読み、内
容を要約してくる（150 分）  
 

【第 4 回】 

Ⅰ 教育とは何か：④義務教育の制度と課題：公教育
はどのように成⽴したか、義務教育の成⽴過程 
   ◎グループワーク１：義務教育学校の選択制を
どう考える？ 
 

〇・グループワークシート１を完成させる
（150 分） 
 ・「教育基本法」で教育の目的が書かれて
いる箇所を調べてくる(90 分） 
 

【第 5 回】 Ⅱ 教育の目的・内容・方法：①日本の教育目的：日
本の教育目的、各学校の教育目的はどうなっているか 

〇・日本の学習指導要領の変遷を調べてくる
（240 分） 
★ワークシート１提出 
 

【第 6 回】 

Ⅱ教育の目的・内容・方法：②日本の教育課程；教育
課程とは何か、教育課程の類型、日本の教育課程の基
準とその変遷 
  小学校から高校まで自分が使用した教科書を使
い、グループワークを行う 
 

〇江⼾時代の学校について調べてくる（240
分） 

【第 7 回】 

Ⅱ 教育の目的・内容・方法：③教育の方法 
ビデオ：「歴史発見スペシャル−勉強時代ここに始ま
る」 
 

第 8 回までに、中間レポート：テーマ「寺
子屋の教育の特徴と現代教育への示唆」を書
いてくる（240 分） 

【第 8 回】 
Ⅱ 教育の目的・内容・方法：③教育の方法；教育方
法の類型 
 

〇・「小学校指導要録」について調べてくる
（120 分） 
  ・「大村はま」さんの詩を読んで感想を書
いてくる（120 分） 
★中間レポート提出 
 

【第 9 回】 
Ⅱ 教育の目的・内容・方法：④教育評価；教育評価
とは何か、教育評価の実際 

〇世界の国のうちどこか１カ国の学校制度に
ついて調べてくる（240 分） 

【第 10 回】 

Ⅲ 現代社会と教育：①日本の世界の教育制度；教育
制度の類型、日本の学校制度の問題 
   ◎グループワーク２：日本の学校制度を変える
としたら？ 
 

〇・グループワークシート２を完成させる
（150 分） 
 ・「義務教育学校」について調べてくる
（90 分） 
 

【第 11 回】 
Ⅲ 現代社会と教育：②幼児教育と初等中等教育；日
本の幼児教育、初等中等教育の制度と現状 

〇指定された事項、人物について調べてくる
（240 分） 
★ワークシート２提出 
 

【第 12 回】 
Ⅲ 現代社会と教育：③日本の教育制度の歴史；明治
維新前後から現代までの学校制度の歴史 

〇「ミッションレポート」の内容をワークシ
ートにまとめてくる（240 分） 



【第 13 回】 

Ⅲ 現代社会と教育：④⽣涯学習と社会教育；⽣涯学
習の考え方と日本の社会教育の現状」 
          ⑤現代日本の教育問題；主な教
育問題に関する基本的な理解（その１） 

〇指定された教育問題について、現状を調べ
てくる（240 分） 

【第 14 回】 Ⅲ 現代社会と教育：⑤現代日本の教育問題；主な教
育問題に関する基本的な理解（その２） 

〇総括試験に向けて学修のまとめを行う。 

【第 15 回】 Ⅲ 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU101-
A02 

2.科目名 教育学概論 (2/2)（6 月 9 日〜7 月 28 日） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 １年⽣〜 

10.取得資格の要件 

保育士資格 
小学校教諭一種免許 
幼稚園教諭一種免許 
中学校教諭一種免許（英
語） 
 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

 この授業は、「教育」という営みに関して基本的な知識を獲得したうえで、「教育とはなに
か」ということに関する自分なりの考えを確⽴することを最終目標とします。 
 そのためのステップとして、これまでの教育思想、教育の歴史、教育の制度、教育の理
念・目的、教育内容、⽣涯学習と社会教育、現代の教育問題に関する基本的な理解と知識の
獲得をめざします。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキル の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の下記のとおりです。 
①「教育とはなにか」という問題への関心をもつこと、②代表的な教育思想、教育の歴史、
教育の制度、教育目的・教育内容・教育方法、⽣涯学習と社会教育、現代日本の教育問題に
関して説明できるようになること、⑧教育に関するトピックに関し、自分で情報を収集し、
自分の意見を持ち、他の学⽣と意見交換ができること 

19.教科書・教材 
使用しません。各授業時に教材としてプリントと資料を配布するので、それをきちんとファ
イルすることが必要です。 

20.参考文献 授業時に随時紹介します。 

21.成績評価 

下記の４項目についてすべて取り組んだうえで、合計 60 点以上で単位修得となる。 
①総括試験 50％ → 学習目標の①と② 
②中間レポート 20％ → 学習目標の①と② 
③グループワーク時のワークシート（10％×２回） 20％ → 学習目標の③ 
④宿題提出 10％ → 学習目標の①と② 
 

22.コメント 
この科目は、教育学部の１年⽣対象の学部共通必修科目です。 
このクラスは、教育学部の学⽣を対象とします。 
 

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

【第 1 回】 
 

オリエンテーション：授業の進め方、評価方法等につ
いてのオリエンテーション 
Ⅰ 教育とは何か：①人間形成と教育；人間の育ち方
の特徴と教えるという行為 
 

〇・「教育」と「発達」という言葉の語源を
調べてくる（120 分） 
 ・各国の合計特殊出⽣率を調べてくる
（120 分） 
 



【第 2 回】 
Ⅰ 教育とは何か：②子どもの⽣活：社会の変容に伴
う子どもの⽣活の変化 ③近代教育思想の系譜；⻄洋
における教育思想の歩み（その１） 

〇指定された教育思想家について調べてくる
（240 分） 

【第 3 回】 
Ⅰ 教育とは何か：③近代教育思想の系譜；⻄洋にお
ける教育思想の歩み（その２） 

〇・「日本国憲法」と「教育基本法」で、義
務教育について書かれている条文を調べてく
る（90 分） 
 ・次回のグループワークの教材を読み、内
容を要約してくる（150 分）  
 

【第 4 回】 

Ⅰ 教育とは何か：④義務教育の制度と課題：公教育
はどのように成⽴したか、義務教育の成⽴過程 
   ◎グループワーク１：義務教育学校の選択制を
どう考える？ 
 

〇・グループワークシート１を完成させる
（150 分） 
 ・「教育基本法」で教育の目的が書かれて
いる箇所を調べてくる(90 分） 
 

【第 5 回】 Ⅱ 教育の目的・内容・方法：①日本の教育目的：日
本の教育目的、各学校の教育目的はどうなっているか 

〇・日本の学習指導要領の変遷を調べてくる
（240 分） 
★ワークシート１提出 
 

【第 6 回】 

Ⅱ教育の目的・内容・方法：②日本の教育課程；教育
課程とは何か、教育課程の類型、日本の教育課程の基
準とその変遷 
  小学校から高校まで自分が使用した教科書を使
い、グループワークを行う 
 

〇江⼾時代の学校について調べてくる（240
分） 

【第 7 回】 

Ⅱ 教育の目的・内容・方法：③教育の方法 
ビデオ：「歴史発見スペシャル−勉強時代ここに始ま
る」 
 

第 8 回までに、中間レポート：テーマ「寺
子屋の教育の特徴と現代教育への示唆」を書
いてくる（240 分） 

【第 8 回】 
Ⅱ 教育の目的・内容・方法：③教育の方法；教育方
法の類型 
 

〇・「小学校指導要録」について調べてくる
（120 分） 
  ・「大村はま」さんの詩を読んで感想を書
いてくる（120 分） 
★中間レポート提出 
 

【第 9 回】 
Ⅱ 教育の目的・内容・方法：④教育評価；教育評価
とは何か、教育評価の実際 

〇世界の国のうちどこか１カ国の学校制度に
ついて調べてくる（240 分） 

【第 10 回】 

Ⅲ 現代社会と教育：①日本の世界の教育制度；教育
制度の類型、日本の学校制度の問題 
   ◎グループワーク２：日本の学校制度を変える
としたら？ 
 

〇・グループワークシート２を完成させる
（150 分） 
 ・「義務教育学校」について調べてくる
（90 分） 
 

【第 11 回】 
Ⅲ 現代社会と教育：②幼児教育と初等中等教育；日
本の幼児教育、初等中等教育の制度と現状 

〇指定された事項、人物について調べてくる
（240 分） 
★ワークシート２提出 
 

【第 12 回】 
Ⅲ 現代社会と教育：③日本の教育制度の歴史；明治
維新前後から現代までの学校制度の歴史 

〇「ミッションレポート」の内容をワークシ
ートにまとめてくる（240 分） 



【第 13 回】 

Ⅲ 現代社会と教育：④⽣涯学習と社会教育；⽣涯学
習の考え方と日本の社会教育の現状」 
          ⑤現代日本の教育問題；主な教
育問題に関する基本的な理解（その１） 

〇指定された教育問題について、現状を調べ
てくる（240 分） 

【第 14 回】 Ⅲ 現代社会と教育：⑤現代日本の教育問題；主な教
育問題に関する基本的な理解（その２） 

〇総括試験に向けて学修のまとめを行う。 

【第 15 回】 Ⅲ 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU101-
Y71 

2.科目名 教育学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 廣岡義之 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 
心理学部心理学科／人間心理学部人間心理学科／
国際コミュニケーション学部英語コミュニケーシ
ョン学科 

9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 

中学校教諭一種免許（社
会） 
高等学校教諭一種免許（公
⺠） 
中学校教諭一種免許/高等
学校教諭一種免許（英語） 

11.先修条件 なし 

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

17.授業の目的と概要 

教育の理念・歴史・思想を各論点において闡明しつつ統合的展開において考察する。理念に
関しては、人格の完成を社会適応・内在的本質の開花・自己超越等の視点から、歴史に関し
ては教育の課題とその解決への試行という視点から、思想に関しては現実主義・理想主義・
人間主義等の視点から理解し、これらを総合的にその歴史的展開と現代との関連において解
説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. テーマ：教育とは何か、何のために教育はあるのか、といった教育の理念。目標：教育
理念に関する様々な考え方を理解して自分の言葉で説明できるようになる。 
2. テーマ：教育の歴史と現代の課題。目標：教育理念を実現するために展開されてきた教
育活動の歴史を理解し、現在の課題と関連づけて自分の言葉で説明できるようになる。 
3. テーマ：古代から現代に至る代表的な教育思想。目標：歴史的に重要な教育思想の意義
と内実を理解して自分の言葉で説明できるようになる。   
 

19.教科書・教材 広岡義之著『絵で読む教育学入門』ミネルヴァ書房 
20.参考文献 適宜配布する。 
21.成績評価 授業への取り組み 50 点   確認テスト 50 点 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 1. 教育の理念：(1)教育の個人主義的定義 
 

今回の復習 
次回の予習 

【第２回】 2. 教育の理念：(2)教育の集団主義的定義 
今回の復習 
次回の予習 

【第３回】 3. 教育の理念：(3)教育の可能性 
今回の復習 
次回の予習 

【第４回】 
4. 教育の歴史：(1)古代ギリシアの教育とその歴史的
意義 

今回の復習 
次回の予習 

【第５回】 5. 教育の歴史：(2)ヨーロッパ中世・近世の教育とそ
の現代的意義 

今回の復習 
次回の予習 

【第６回】 6. 教育の歴史：(3)ヨーロッパ・アメリカの新教育と
その現代への連接 

今回の復習 
次回の予習 



【第７回】 7. 古代ギリシアの教育思想：(1)ソフィスト 
今回の復習 
次回の予習 

【第８回】 8. 古代ギリシアの教育思想：(2)ソクラテス 
今回の復習 
次回の予習 

【第９回】 9. 古代ギリシアの教育思想：(3)プラトン 今回の復習 
次回の予習 

【第１０
回】 

10. 近代の教育思想：(1)ルソー 
今回の復習 
次回の予習 

【第１１
回】 

11. 近代の教育思想：(2)ペスタロッチとフレーベル 
今回の復習 
次回の予習 

【第１２
回】 12. 現代の教育思想：(1)日本の教育者たち 

今回の復習 
次回の予習 

【第１３
回】 

13. 現代の教育思想：(2) 初期の教育と学習 今回の復習 
次回の予習 

【第１４
回】 

14. 教育の原点としての家庭教育と社会教育 今回の復習 
次回の予習 

【第１５
回】 

15. 教育学と実存哲学、確認テスト 
今回の復習 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU102-
M01 

2.科目名 教職概論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 
自由科目 
(教職） 

6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 教職課程の履修登録をする必要がある。 

17.授業の目的と概要 
現代社会における教職の重要性の高まりを背景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職
務内容等について身につけ、教職への意欲を高め、さらに適性を判断し、進路選択に資する
教職の在り方を理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１）教職の意義：我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解する 
(1-1)公教育の目的とその担い手である教員の存在意義を理解している。 
(1-2)進路選択に向け、他の職業との比較を通して、教職の職業的特徴を理解している。 
（２）教員の役割：教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解す
る。 
(2-1)教職観の変遷を踏まえ、今日の教員に求められる役割を理解している。 
(2-2)今日の教員に求められる基礎的な資質能力を理解している。 
（３）教員の職務内容：教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務
を理解する。 
(3-1)⽣徒への指導及び指導以外の校務を含めた教員の服務の全体像を理解している。 
(3-2)教員研修の意義及び制度上の位置付け並びに専門職として適切に職務を遂行するため
⽣涯にわたって学び続けることの必要性を理解している。 
(3-3)教員に課せられる服務上及び身分上の義務及び身分保障を理解している。 
（４）チーム学校への対応：学校の担う役割が拡大・多様化する中で、学校が内外の専門家
等と連携・分担して対応する必要性について理解する。 
 (4-1)校内の教職員や多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、チームとして組
織的に諸課題に対応することの重要性を理解している。 
 

19.教科書・教材 特になし。その都度、資料を配布。 

20.参考文献 

田中耕二郎・井ノ口淳三編『教職概論 教師になるには』(ミネルヴァ書房、2008） 
教育技術 MOOK『中学校・高校版 新任教師のしごと』(小学館、2007) 
吉川寿一・中谷静夫編『教育法規の解説各年度版』(大阪教育図書株式会社) 
時事通信社、内外教育研究会編『教職教養の過去問（各年）』(時事通信社) 
 

21.成績評価 

模擬授業（教材研究の発表）・・・20％ 
法規編のまとめテスト・・・30％ 
各討論回のショートペーパー・・・30％ 
最終回のリフレクション・レポート・・・20％ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

教職課程ガイダンスと教育職員免許法の要点を知る 
（学年配当した科目の意義、採用試験スケジュール、
免許更新制等） 
 

○自分自身の教職課程履修計画をシミュレー
ションしてみること(1-2h、以下同様想定) 

 

公教育の目的と教員の存在意義を理解する 
(教育基本法と学校教育法の記述から基本理念を抽出
する) 
 

○各法規条文を予習する 
(事前配布した範囲) 
 

 

教職の職業的特徴（公務員としての要件のほか、他の
職業と何が違うのかを考える） 
職業イメージを相互確認するためのディスカッション
ワークを含む 
 

○学校教育法と地方公務員法の該当部分を予
習 

 

教職観の変遷と今日の教員に求められる役割 
(小説や映画、ドラマに描かれた教師像を手掛かり
に、討論を進める) 
 

○教師が描かれた文学作品、ドラマ等の情報
収集 

 

今日の教員に求められる基礎的な資質能力を知る 
(時代を超えて求められるものと、現代的課題に応じ
るものを考える) 
 

 

 

教師のしごとの多様性を知る 
(授業、⽣徒指導、対⽣徒以外の校務等、教員の職務
の全体像を俯瞰する) 
自分の学校体験からどこまでイメージを広げられる
か、討論 
 

 

 研修の意義と制度上の位置づけについて学ぶ 
 

○教育基本法、教育公務員特例法等の対応条
文を予習 

 

教材研究の重要性を知る 
（⽣涯にわたって学び続けることの必要性を理解す
る） 
 

 

 
教員の服務上、身分上の義務と身分保障について知る 
（地方公務員法、教育公務員特例法その他の解説） 

○地方公務員法、教育公務員特例法の該当箇
所を予習 

 

教師の日常業務にかかわるその他の法的要点について
知る 
（授業実践や⽣徒指導上知っておくべき法的知識をお
さらいする） 
教育法規編の復習テスト 

○教育基本法、学校教育法の該当部分を予習 

 

チーム学校への対応 
（内外の専門家等、多様な専門性を持つ人材との効果
的連携とはどういうものかを知り、さらに今後の可能
性について自由にアイディアを出し合う） 
 

 

 模擬授業体験と相互評価 ○◎模擬授業の準備と教材研究 



（短い時間で模擬授業を展開、そのための教材研究も
事前し十分準備し、相互に評価しあう。受講⽣数によ
って、持ち時間を調整） 
 

 模擬授業体験と相互評価(続き)  

 
模擬授業体験と相互評価(続き) 
先輩の教育実習体験を聞く 
 

 

 
今後の学習計画と自己の教職適性に関する自己分析を
まとめる 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU102-
Y01 

2.科目名 教職概論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 平井正朗 

5.授業科目の区分 

教育の基礎的理解に関
する科目 
教職の意義及び教員の
役割・職務内容（チー
ム学校運営への対応含
む。） 
 

6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、グループワーク 
16.履修制限 教職課程の履修登録 

17.授業の目的と概要 

 本授業の目的は、教師という職業の意義・役割・職務内容等に関する学修を進め、将来、
教育現場で活躍できる資質・能力を養うことです。同時に、「チーム学校」の一員として協
働する姿勢を涵養します。具体的には、教職観の変遷、教員養成の歴史、教職に関する法・
制度、職場環境、教育現場の現状課題等を扱いつつ、新学習指導要領において求められる教
師像についても外観します。さらに。事例研究を通じて、教職についての背景知識を強化し
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①大項目 「問題解決能力を身につける」 
中項目 「問題発見力 レベル２ 〈現状を認識し、⽣じている問題に気付き、解決のため
の課題を見つける。〉」 
 教育現場では、「チーム学校」の下、教職員がそれぞれの役割を意識しながら保護者や地
域の人々、産業界も巻き込みつつ、協働的に⽣徒の成⻑に関わることで不可欠です。その上
で、教職員一人ひとりが、各自の課題解決に向けて具体的な目標を設定し、その実現に向け
て PDCA サイクルを展開することが健全な学校運営とつながるという認識を深めていただき
たいと思います。 
②大項目 「社会に貢献できる人間になる」 
中項目 「社会的能動性 レベル２ 〈集団の中で、他のメンバーと協働しながら行動でき
る。〉」 
 一人一人の教師が、課題解決に向けての自己の役割を自覚しながら、チーム学校のスピリ
ッツの下、同僚と協働する資質を育成することが重要です。そのような資質を本授業を通し
て養います。 
学校では日々、様々な課題が発⽣します。それぞれの事象に対し、教職員は情報を共有、解
決に向けて合意形成の下、説明責任を意識しながら解決に向けて取り組まなければなりませ
ん。授業改善については、教員の学び合いを基調とする効果的な OJT や Off-JT を例示しつ
つ、スキル・アップの方法論も紹介します。 

19.教科書・教材 教材として資料等を配布するので、それをきちんとファイルすることが必要です。 
20.参考文献 佐藤晴雄 「教職概論 第 5 次改訂版」学陽書房 

21.成績評価 

① 教職概論に関する事例へのコメント１０回×３＝３０％ 
② 中間課題１回×３０＝３０％ 
③ 最終課題１回×４０＝４０％  
最終評価は、①から③の合計とし、１００点満点とする。 

22.コメント 
 学校現場では、安心・安全の下、各自が設定した目標に向けて、地域と連携しつつ、人
的・物的資源を有効活用し、「⽣きる力」となる確かな学力（知）、豊かな心（徳）、健やか



な体（体） をバランスよく育てることが必須です。その中で、学力の３要素となる基礎的
な知識・技能の習得、思考・判断・表現する力の育成、学習に取り組む意欲の涵養が求めら
れます。本授業では、実践事例も明示し、現場に役⽴つスキルを身につける授業でありたい
と思います。現代社会は移り変わりが激しく、予測不能と言われる時代ですが、教師の”あ
るべき姿”について探究的に考えていきましょう。 

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

1 回目 

・オリエンテーション 
（本授業の目標、内容、成績評価、授業を受ける上で
の留意点） 
・事例研究 
・教職論を学ぶ必要性について−今、教師に求められ
るもの 
 

配布されたプリントは各自でファイルし、毎
回、持参すること。（以下、同様） 

２回目 

・講義：「日本の伝統的な教師像」（教職観） 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

3 回目 

・講義：「教師と教員養成の歴史」 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

４回目 

・講義：「新学習指導要領において求められる教師
像」 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

５回目 

・講義「教員の任用と服務」 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

６回目 

・講義「教師の役割と仕事」「管理職・主任の役割」 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

７回目 

・講義「教材研究」「⽣涯教育」 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

８回目 
・講義「教師の職場環境」 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 中間課題の提示 



・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

９回目 
・中間課題のグループ・プレゼンテーション 
（パワーポイント等を使用して、発表する） 
 

中間課題の提出 

10 回目 

・講義「教育現場の課題」 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

11 回目 

・講義「チーム学校」（新学習指導要領に対応する事
例研究） 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

12 回目 

・講義「教師の資質向上と研修」（新学習指導要領に
対応する事例研究） 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

13 回目 

・講義「ICT 活用の個別最適化学習」（新学習指導要
領に対応する事例研究） 
・与えられたテーマについてグループワーク、発表 
・授業終了時にコメントを記載し、提出。この提出を
もって出席とする。 
 

 

14 回目 

・模擬授業／模擬 HR 体験と相互評価 
（時間制限付きで模擬授業・模擬 HR を展開、相互評
価しあう） 
 

最終課題の提示 

15 回目 
・模擬授業／模擬 HR 体験と相互評価（続き） 
（現場教員の話を録画で視聴） 
 

最終課題の提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU202-
A01 

2.科目名 教職特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 幼稚園一種 小学校一種 11.先修条件 1 年⽣秋学期開講の「教職概論」を履修済
みであることが望ましい。 

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

17.授業の目的と概要 
専門職としての教職について理解を深めるために、教師の教育実践に関する DVD を視聴し
たり、グループワークを行ったりして、授業を検討するうえでの視点を獲得するとともに、
教師としての態度を身に付ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①授業を観察する視点を身に付ける。 
②教師としての態度を身に付ける。 
③大学で学修した概念や理論と、実習やインターンシップなどで経験したことを用いて、他
者の教育実践を分析できるとともに、自分自身の実践のあり方を振り返ることができる。 
[関連するディプロマポリシー] 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）(3) 
多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解）(4) 問題発見・解決力 (5) コミュ
ニケーションスキル (6) 専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材 必要に応じて印刷資料を配布する。 
20.参考文献 必要に応じて印刷物の配布や文献等の紹介を行う。 

21.成績評価 

１．課題 a 2５%【学習目標②】 
教師集団の取り組みから学んだことをまとめる。 
２．課題 b 2５%【学習目標①②③】 
教育実践のカンファレンスを通して学んだことについて論じる。 
３．総括試験 ５０％【学習目標①②③】 

22.コメント 

グループ討議を取り入れた授業のため、他者のことを考えつつ、積極的に意見を述べるこ
と。 
また、小学校教師に関するテーマを中心に扱うので、それに関心のある学⽣が受講すること
が望ましい。 

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

【第 1 回】 
オリエンテーション 
・講義の概要について理解する。また、自身の教職志
望度について確認する。 

 

【第 2 回】 
教師の専門性① 
・教職の特徴について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。また、教師の専
門性について検討する。（240 分） 

【第 3 回】 
教師の専門性② 
・学びの共同体とチーム学校について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。また、教師の専
門性について検討する。（240 分） 

【第 4 回】 
教師の専門性③ 
・教師文化の変容について学ぶ。  

〇今回の授業の復習をする。また、教師の専
門性について検討する。（240 分） 



 

【第 5 回】 
教師の専門性④ 
・教師集団に関する事例の検討を通して、教師の専門
性について考える。 

〇【課題】「ＤＶＤから学んだことをまとめ
る」（240 分） 
〇今回の授業の復習をする。また、教師の専
門性について検討する。（240 分） 

【第 6 回】 

授業のカンファレンス 
・前回のＤＶＤで学んだことを発表する。また，授業
のカンファレンスの意義と方法について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。また、教師の専
門性について検討する。（240 分） 
★課題提出 

【第 7 回】 

教育実践のカンファレンス① 
・国語の授業実践の DVD 視聴とそのカンファレンス
を行う。  
 

〇今回の授業の復習をする。また、教育実践
のカンファレンスについて検討する。（240
分） 

【第 8 回】 

教育実践のカンファレンス② 
・道徳の授業実践の DVD 視聴とそのカンファレンス
を行う。  
 

〇今回の授業の復習をする。また、教育実践
のカンファレンスについて検討する。（240
分） 

【第 9 回】 
教育実践のカンファレンス③ 
・いじめ対策の DVD 視聴とそのカンファレンスを行
う。 

〇復習（360 分） 

【第 10 回】 
教育実践を取り巻く環境の変化① 
・良妻賢⺟に関する DVD 視聴とそのカンファレンス
を行う。 

〇今回の授業の復習をする。（240 分） 

【第 11 回】 

教育実践を取り巻く環境の変化② 
・教育ママに関する DVD 視聴とそのカンファレンス
を行う。  
 

〇今回の授業の復習をする。また、カンファ
レンスの意義について検討する。（240 分） 

【第 12 回】 

教育実践を取り巻く環境の変化③ 
・1990 年代の子育てに関する DVD 視聴とそのカン
ファレンスを行う。  
 

〇今回の授業の復習をする。また、カンファ
レンスの意義について検討する。（240 分） 

【第 13 回】 
教育実践を取り巻く環境の変化④ 
・三歳児神話に関する DVD 視聴とそのカンファレン
スを行う。 

〇今回の授業の復習をする。また、カンファ
レンスの意義について検討する。（240 分） 
〇これまでの学修内容の復習（360 分） 

【第 14 回】 これまでのまとめ  
【第 15 回】 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EDU204-
m01 

2.科目名 教育制度論 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 幼
稚園一種 

11.先修条件 
「日本国憲法」をあらかじめ履修しておく
ことが望ましいです。 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、教育制度に関する基本的な知識を理解し、よりよい教育制度にするための提
案力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
この授業では、現代教育に関するさまざまなトピックを取り上げ、日々の学校教育の営みと
教育に関する法規などの制度がどのように関わっているのかを理解します。これによって、
教師として必須の教育制度に関する基礎知識を習得するとともに、教育制度の現状を批判的
に検討しながら、いかに現状を改善・改革するかというデザイン力を身につけることもめざ
します。なお、教育の事例や制度に対して受 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は、本学の「卒業認定・学位授与の方針（DP）」の(1) 自律的で主体的な態度（自律
性：自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができま
す。）、(6) 専門的知識・技能 の活用力（自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知
識・技能を修得し、実際を想定した場面で活用することができます。）の 2 点を重点的に育
成することを意図しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
1.教育制度の基本原理について説明できる。 
2.学校現場に関する教育制度の基礎知識について説明できる。 
3.教育行政に関する教育制度の基礎知識について説明できる。 
4.教育制度の改善・改革案を提案することができる。 

19.教科書・教材 資料を適宜配布します。 

20.参考文献 

坂田仰/⿊川雅子共著『補訂版 事例で学ぶ”学校の法律問題”』教育開発研究所、2013 年。 
篠原清昭編著『教育のための法学〜子ども・親の権利を守る教育法〜』ミネルヴァ書房、
2013 年。 
坂野慎二・湯藤定宗・福本みちよ編『学校教育制度概論【第 2 版】』玉川大学出版部、2017
年 

21.成績評価 

評価・評定については、以下のすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定めら
れた方法で提出することを合格基準とします。配点は次の通りです。 
○ふりかえり 12 回×4.16 点＝50 点 （学習目標の 1、2、3 に対応） 
○総括試験 50 点 （学習目標の 1、2、3、4 に対応） 
 

22.コメント 
教職科目であるため、休まずまじめに授業を受講するともに、授業時間外でも予習・復習な
ど自主的な学習に取り組む姿勢を期待します。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
・オリエンテーション（授業の目標・内容、成績評
価、授業の進め方、受講マナー等受講上の留意点） 
・法律―教育行政―学校教育という制度の構造 

○予習：参考書を活用して懲戒・体罰、出席
停止の概要について学ぶ。（240 分） 

【第 2 回】 
・懲戒・体罰 
・出席停止 
・第 1 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 2 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用していじめと就学義務
について学ぶ。（60 分） 

【第 3 回】 
・いじめ 
・就学義務 
・第 2 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 3 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して児童虐待と特別支
援教育について学ぶ。（60 分） 

【第 4 回】 
・児童虐待 
・特別支援教育 
・第 3 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 4 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教員の服務につい
て学ぶ。（60 分） 

【第 5 回】 
・教員の服務 
・第 4 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 5 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して分限処分、著作権
について学ぶ。（60 分） 

【第 6 回】 
・分限処分 
・著作権 
・第 5 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 6 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育課程の基準、
教科書等の使用について学ぶ。（60 分） 

【第 7 回】 
・教育課程の基準 
・教科書等の使用 
・第 6 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 7 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校安全、学校事
故について学ぶ。（60 分） 

【第 8 回】 
・学校安全 
・学校事故 
・第 7 回のふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 8 回の復
習を行う。（180 分） 
○復習：配付資料に基づいて、初回から第 8
回の総復習を行い、中間確認試験に備える。
（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校組織について
学ぶ。（60 分） 
 

【第 9 回】 ・学校組織 
・第 8 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 9 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校評価と情報公
開、開かれた学校について学ぶ。（60 分） 

【第 10 回】 
・学校評価と情報公開 
・開かれた学校 
・第 9 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 10 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育の市場化につ
いて学ぶ。（60 分） 

【第 11 回】 ・教育の市場化 
・第 10 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 11 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育行政制度につ
いて学ぶ。（60 分） 



【第 12 回】 ・教育行政制度 
・第 11 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 12 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して教育制度の基本原
理について学ぶ。（60 分） 

【第 13 回】 
・教育制度の基本原理 
・第 12 回ふりかえり 

○復習：配付資料に基づいて、第 13 回の復
習を行う。（180 分） 
○予習：参考書を活用して学校体系について
学ぶ。（60 分） 

【第 14 回】 ・学校体系 
○復習：配付資料や参考書に基づいて、これ
までの復習を行い、総括試験に備える。
（300 分） 

【第 15 回】 ・教育制度のまとめ（総括試験と講評） ○これまでの総復習（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED101-
A71 

2.科目名 保育実践観察法 3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之、濱名浩 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・乳幼児の発達の姿と同じ発達年齢であっても、一人一人個別な存在である。乳幼児の発達
と同年齢であっても多様な発達を学ぶ。 
・保育者が年齢や個性や様々な状況に応じて、どのように保育をしているのか。保育現場で
の保育者の専門的な対応について学ぶ。 
【概要】 
姉妹園の⽴花愛の園幼稚園、武庫愛の園幼稚園のどちらかの園で、子どものいる保育の現
場、保育のフィールドワークを行う。 
乳幼児とはどのように発達の姿を見せているのか？保育に参加して観察を行う。 
保育の一日の⽣活の流れの組み⽴て方、環境構成のあり方、幼児へ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学科 DP との関連 
（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
教員・社会福祉従事者としての使命と目標を明確に持ち、教育・社会福祉業務に自律的・意
欲的に取り組むことができる。 
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
教員・社会福祉従事者として社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる
実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 
学修目標 
○ 乳幼児の発達についての理解を深める。 
○ 保育者の仕事内容を理解し、その専門性について知る。 
○ 保育の流れ、乳幼児の理解、幼児の発達とその特徴、保育者の動きと意図、環境構成の
あり方な   どを理解する。 
○幼児の行動観察を行い、行動から幼児の気持ちを推し量り、幼児理解を深める。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 
幼稚園教育要領解説書 
保育所保育指針解説書 

21.成績評価 
実習先でのワークシートなどによる評価 60 ％ 
レポート課題   40  ％ 

22.コメント 

幼稚園・保育所実習、インターンシップに行く前に、保育を学ぶ学⽣として是非とも履修し
てもらいたい。 
乳幼児を大切に思い、愛を以ってクラス運営（園）をしていくかかわりを学びましょう。 
 

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

 
【日程】 
９月２日（木） ２・３限目 事前講義 

 



９月３日（金） 汐江ふたば保育園（尼崎市）での保
育観察実習（９時〜１５時）３コマ分 
９月６日（月） ⽴花愛の園幼稚園（尼崎市）での保
育観察実習（９時〜１７時）５コマ分 
９月７日（⽕） ⽴花愛の園幼稚園（尼崎市）での保
育観察実習（９時〜１７時）５コマ分 
（※なお、大学での教室は授業前に掲示板にて報告す
る） 
【概要】 
この授業は、幼稚園・保育園で，子どもたちとのかか
わりと観察（保育実践を観察する）を行います。 
そのための事前講義として，子どもたちや保育実践に
関す 

 
保育場面での保育者のあり方 ： 乳幼児にとっての
保育者の存在の意味  

 保育実践観察 ： 保育所のクラスの保育に参加し、
保育者と乳児とかかわりながら観察する。 

 

 保育実践観察 ： 保育所のクラスの保育に参加し、
保育者と乳児とかかわりながら観察する。 

 

 
保育実践観察 ： 保育所のクラスの保育に参加し、
保育者と乳児とかかわりながら観察する。 

 

 
保育観察 ： 幼稚園にて幼児を観察し、発達を理解
する。  

 
保育観察 ： 幼稚園にて幼児を観察し、発達と個人
差を理解する。  

 保育観察 :保育に参加し、幼児とかかわりのなか
で、発達や個人差を理解する。 

 

 
保育観察の振り返り ： 保育後に、保育と幼児を観
察したことがらの振り返りと評価を行なう。 

 

 
保育実践行動観察 ： 特定の幼児を抽出し、行動観
察を行なう。 

 

 
保育実践観察 ： 幼稚園のクラスの保育に参加し、
保育者と幼児とかかわりながら観察する。  

 保育実践観察 ： 幼稚園のクラスの保育に参加し、
保育者と幼児とかかわりながら観察する。 

 

 
保育実践観察 ： 幼稚園のクラスの保育に参加し、
保育者と幼児とかかわりながら観察する。 

 

 
保育実践観察 ： 保育後に、保育と幼児を観察した
ことがらの振り返りを行なう。 

 

 
保育実践観察 ： 保育後に、保育と乳児を観察した
ことがらの振り返りと評価を行なう。  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED201-
A01 

2.科目名 保育原理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育学部教育福祉学科こども学専攻教育・保育コ
ース 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 保育士資格必修 11.先修条件 特にありません。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
保育所は保育を必要とする乳幼児を保育することを目的する児童福祉施設であり、その主た
る目的は、入所している子どもの最善の利益を考慮して保育を行うことである。本講義は、
保育所保育の本質を理解することを目的としている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（２）社会的貢献性（４）問題発見・
解決力（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①保育の意義及び目的について理解する。 
②わが国における保育に関する法令及び制度をりかいする。 
③保育所保育指針における保育の基本について理解する。 
④保育の思想と歴史的変遷について理解する。 
⑤保育の現状と課題について考察する。 

19.教科書・教材 
「やさしく学べる乳幼児の発達心理学」 田中亜裕子著 創元社 ISBN-4-422-11318-0  
「保育所保育指針」フレーベル館 ISBN978-577-81241-9  
 

20.参考文献 授業中に紹介する。 

21.成績評価 

評価の方法と閉店は次のとおりです。 
・小テスと各時間の課題ト：各 3 点×12＝36 点 〔学習目標①〜④に対応〕 
・レポートⅠ（保育所の保育目標を調べる）：10 点 〔学習目標②と④に対応〕 
・レポートⅡ（教科書を読んで分かったことなど）：14 点 〔学習目標⑤に対応〕 
・総括テスト：40 点 〔学習目標①〜④に対応〕 

22.コメント 
夏学期には保育所に実習に出ます。保育所についてしっかりと学び、自信を持って実習に出
られるようにしましょう。 
 

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

1 回目 
保育士資格と仕事 
   
 

個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：保育士として働く施設の種類などを
調べる。 
 

2 回目 保育所の種類と役割 

個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・レポートⅠ：自分の行く実習園の概要を調
べる。 

3 回目 保育の制度・思想（欧米、日本） 
個人作業 
・小テストのための復習 



・「保育所保育指針」の全体像をつかむた
め、指針に目をとおす。 

4 回目 「保育所保育指針」について 

個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：保育所保育指針」第 1 章を読み、
難解な言葉などを調べる。 

5 回目 「保育所保育指針」第１章総則 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：教科書第４章を読む。 

6 回目 乳児の発達と保育① 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：教科書第５章を読む 

7 回目 乳児の発達と保育② 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：教科書第６章を読む 

8 回目 幼児期の発達と保育① 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：教科書第７章を読む 

9 回目 幼児期の発達と保育② 

個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：「保育所保育指針」第１章第２章を
読む 

10 回目 
保育の計画及び評価 
保育の内容の自己評価 

個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：「保育所保育指針」第 3 章を読む 

11 回目 「保育所保育指針」第 3 章 健康及び安全 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：「保育所保育指針」第４章を読む。 

12 回目 「保育所保育指針」第 4 章 子育て支援 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：「保育所保育指針」第５章を読む。 

13 回目 「保育所保育指針」第 5 章 職員の資質向上 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：教科書第９章を読む。 

14 回目 現代社会と子育て 
個人作業 
・復習：小テストのための準備 
・予習：教科書第８章を読む。 

15 回目 
・保育所保育と子育て中の親の本音について考え、総
括する。 
・課題Ⅱについての説明。 

個人内作業 
総括テストのための復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED202-
A01 

2.科目名 
社会的養護 (教育･保育コース)(福祉･保育コ
ース) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
児童家庭福祉分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

 近年、児童を取り巻く社会環境は大きく変化し、児童が安心して暮らせるものではなくな
ってきている。子供の貧困、児童虐待等、明らかに子どもの人権が侵害されている実態が毎
日のようにニュースとして伝わって来る。このように、社会によって守られるべき（養護さ
れるべき）子どもの実態は大きく変化し、従って、その支援に求められるものも変わりつつ
ある。 
 このような状況に対して、私たちに何ができるのかを考えるために、社会が児童の人権と
命を守るために行ってきたことの歴史や法・制度について学びぶことで会的養護とは何かに
ついて学ぶ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習は、ディプロマポリシーの１）自律的で主体的な態度、２）社会に能動的に
貢献する姿勢、４）問題発見力・解決力の学修に関連している 
①子どもの人権とは何かについて、社会的養護が形作られた歴史や法・制度を学ぶ中で理解
する。 
                   
②その上で、様々な施設や制度の果たす役割を理解する。 
③同時に、日々、社会で起っている出来事に深く関心を持ち、人権を侵害されている子ど 
も達の現状に目を向け、自分に何ができるのかを考える力を身に付ける。 
④その為に、子ども達に対する共感性を豊かなものとし、援助が必要な子どもたちに対応す
るための専門的な知識を身に付ける。 

19.教科書・教材 使用しない。必要な資料は配布する。  
 

20.参考文献 

「子どもの養育･支援の原理―社会的養護総論ー」 相澤仁 編集代表  柏女霊峰･澁谷昌
史 編集     
 明石書店  
「社会的養護Ⅰ」 吉田眞理編著 坂本正路他著 萌文書林 
「社会的養護の原理」 櫻井奈津子編 ⻘踏社 
 

21.成績評価 

１）レポート  １０％ 
  指示されたことについて調査し、レポートにまとめる。作成の時期については、適時指
示をす  
  る。・・・学習目標③に対応 
２）作表  １０％ 
  授業で学んだことについて資料整理し、作表する。作表の内容･時期については適時指
示をす 
  る。・・・学習目標②に対応 
３）小レポート  １５％（１％×１５回） 



  授業終了時に、その日の学びについて小レポートにまとめる。・・・学習目標③に対応 
４）ニュースのスクラップ  １０％ 
  授業の１１回目まで、児童養護に関するニュースのスク 

22.コメント 

  本来ならば、家庭で両親に大切に育てられるはずの子どもが、何かの事由によって社会
に保護され、育てられなければならないことの意味を考え、そうしなければ⽣きてゆくこと
のできない子ども達の思いを豊かな感受性で受けとめ、支えられる専門職になれるよう、積
極的に学習してください。 
 そして、そのような子ども達に対して、自分に何ができるのかを真剣に考えてほしいと思
います。 

23.オフィスアワー 木曜日 昼休み 
木曜日 ４限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

※社会的養護を学ぶにあたって 
  授業の目的や概要の説明を行う    
★グループワーク 
「社会的養護」という言葉に対してどんなイメージを
持っているのかについてグループ討議する 
★プレゼンテーション 
 グループ討議の結果をグループごとに発表する。 
 

〇「社会的養護」という言葉についてどのよ
うなことを指しているのか調べておく 
〇児童養護に関するニュース記事を、スクラ
ップし始めること。 
適時スクラップの内容を使ってレポートの提
出やプレゼンテーションを行うので、第 11
回目までスクラップを継続しておくこと。 

第 2 回 

※社会的養護とは  
  
      社会的養護とはどのようなことを指すのかを知
り、その必要性(存在する意義）について学ぶ 

 
〇先週から今週にかけてのスクラップ記事の
中で、最も関心を持った記事に対する感想を
レポートに書き Web で提出 
（来週の授業までに提出） 
  
 

第 3 回 

★プレゼンテーション 
  スクラップ記事から感じたこと・学んだことを発
表する（２名） 
※「児童」について理解する 
   
     ･社会的養護の主人公である「児童」について、
歴史の中での取り扱われ方の変化、発達、法律や制度
の中でどのように定義されているのかなど、などさま
ざまな観点から理解する  
    
    ・児童福祉から児童家庭福祉へと、児童に関する
福祉の概念は変化した。児童の権利を守るため、家庭
に対する支援も強化されていった意義について学ぶ。 
?レポート提出締め切り 
 

〇先週１週間のスクラップの中で、最も関心
のあった記事に対する感想をレポートにまと
め、Web で提出 
  (来週の授業までに提出） 

第 4 回 

★プレゼンテーション 
       スクラップ記事から感じたこと・学んだこと
を発表する（２名） 
※児童の権利擁護について   
・ 児童の権利擁護とはとのようなことを意味するの
かを、法律や制度 

 
〇グループワーク 
指定されたグループメンバーで児童の権利条
約について調べ、⽣活の中で、権利条約がど
のように⽣かされているかについて、話し合
いまとめておく。 



から学ぶ 
・そのうえで児童が権利の主体とされる児童養護の構
造について学ぶ 
?レポート提出締め切り 

 

第 5 回 

★プレゼンテーション 
 子どもの権利条約について調査し話し合った結果を
まとめたものを発表。（３グループ） 
※社会的養護の歴史① 〜歴史的変遷〜 
 

 
〇先週 2 週間のスクラップの中で、最も関
心のあった記事の対する感想をレポートにま
とめ、Web で提出 
  (来週までに提出のこと） 
 

第 6 回 

★プレゼンテーション 
       スクラップ記事から感じたこと・学んだこと
を発表する（２名） 
※社会的養護の歴史②  〜先駆者の取り組み〜 
  理論的な流れを中心に先駆者の活動を見ていく  
?レポート提出締め切り 

〇社会的養護の歴史の流れをわかりやすく整
理して、自分用の作表をする 
      (Web で提出） 
 

第 7 回 

※社会的養護に関する法・制度 
 社会的養護がどのような法律や制度によって成り⽴
ち、児童とその家庭を支えているのかについて理解す
る  
 ?作表提出締め切り 

 
〇レポート 
講義終了時に課題を提示する。次回（第 8
回)の授業までに Web で提出提出 
 

第 8 回 

※社会的養護を担う施設体系    
 社会的養護の施設体系について学ぶと同時に、隣接
する領域のサービスについても学ぶ 
★レポート提出締め切り 

 
〇各施設の対象とその役割・機能について作
表する 
 

第 9 回 

★相互学習（反転授業） 
 施設情報を記入してきた表をお互いに比較し、必要
な情報を学びあった  結果をもとに表を完成させる 
米社会的養護の実際   
     施設の入所理由、施設養護の基本的な原理、子
どもとその家族に対す   る支援などについて学ぶ 
 

 
〇直近 4 週間のスクラップの中で、最も関
心のあった記事の対する感想をレポートにま
とめて、Web に提出する 
    （来週までに提出） 

第 10 回 

★プレゼンテーション 
スクラップ記事から感じた事学んだことを発砲する
（2 名） 
※外国の社会的養護について学ぶ 
※里親制度について学ぶ    
    ・里親制度の仕組みとその内容について学ぶ 
   ・DVD を見てその実態を知る 
?レポート提出締め切り 

 
〇先週１週間のスクラップの中で、最も関心
のあった記事の対する感想をまとめてレポー
トに書き、Web に提出 
 

第１１回 

★プレゼンテーション 
       スクラップ記事から感じたこと・学んだこと
を発表する（２名） 
※養子制度について 
 養子制度ついて学び、里親制度とあわせ、家庭養護
の課題について考 
える 
?レポート締め切り 

 
◯社会的養護と家庭的養護との比較一覧表を
作成する。 
〇先週１週間のスクラップの中で、最も関心
のあった記事の対する感想をまとめてレポー
ト書いて Web で提出 
    （来週までに提出） 
 



第１２回 

★プレゼンテーション 
  スクラップ記事から感じたこと・学んだことを発
表する（２名） 
※施設養護の専門職と専門性について    
  ・人を援助するために必要な専門的な対人援助の
技術を学ぶ 
  ・その専門性をより高めるためのスーパーヴィジ
ョンのあり方についても学ぶ 
?レポート締め切り 
 

 
〇スクラップを続けたことで気づいたことに
ついて、感想をレポートにまとめて書き
Web で提出 
    （来週までに提出） 
 

第１３回 

※施設案内の作成 
     半年間学んだことをもとに、グループごとに自
分たちが運営したいと思うような施設を考え、そのパ
ンフレットを作成する。 
            ◆発表用ＰＰも作成する 
★スクラップを続けて気付きをまとめたレポート提出
締め切り 

◯グループごとに次週発表用のＰＰ作成 
 

第１４回 

※施設案内について発表 
      各グループごとに発表 
           ◆ＰＰによる発表 
★パンフレット、PP 提出 
 

◯資料を通読し、作成した資料を見直すこと
で、半年間学んだ社会的養護につて整理して
おく 
★スクラップ帳は次週提出。 
 

第１５回 
※学修したことのまとめと振り返り 
※総括試験の実施 
?スクラップブックの提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED203-
A01 

2.科目名 
保育内容総論 (教育･保育Ａ)(教育専修)(福
祉･保育) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１、保育所保育指針・幼稚園教育要領における「保育の目標」[育みたい資質・能力」「幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿」と「保育の内容」の関連を理解する。 
２、保育所保育指針・幼稚園教育要領の各章のつながりを読み取り、保育の全体的な構造を
理解する。 
３、子どもの発達や⽣活を取り巻く社会的背景及び保育の内容の歴史的変遷等を踏まえ、保
育の内容の基本的な考え方を、子どもの発達や実態に即した具体的な保育の過程（計画・実
践・記録・省察・評価・改善）につなげて理解する。 
４、保育の多様な展開について具体的に理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は、DP の（１）（２）（４）の学修に関連している。 
①0 歳児から 5 歳児の発達と保育内容を理解する。 
②保育所保育指針や幼稚園教育要領を理解し、保育の全体的な構造を理解する。 
③ウイズコロナの保育や、SDGｓと保育の関係等、今と未来の保育を考えたり調べたりす
る。 

19.教科書・教材  「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」  
※購入できなければネットでダウンロードしておいてください。 

20.参考文献 適宜資料を配布する 

21.成績評価 

・ワークシート ６回     30 点（学習目標①②④に対応） 
・ミニ絵本作成       10 点（学習目標①②④に対応） 
・課題レポート       10 点（学習目標①②④に対応） 
・総括試験                               ５0 点（学習目標①②③に対応） 
 

22.コメント 

・就学前教育施設が多様化してきています。運営する国の所管も３つあります。 
 どのような施設でも自信を持って、総合的に、創造的に実践できる保育者になれるよう
に、主体的に学んでくれることを期待しています。 
・提出物は期日を守って提出してください。 

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

1 回目 

・講義のオリエンテーション(授業の目標、進め方、
評価など） 
・「保育内容総論」とは何か 
・ワークシート① 

〇ワークシート①作成、次週までに提出。 

2 回目 

・講義 
  乳幼児を取り巻く環境の変化 
  多様な就学前教育・保育施設と役割について 
・ワークシート② 

〇ワークシー②ウエブクラスに次週までに提
出。 
 



３回目 

・講義 
 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿① 
 ワークシーシート③  
 ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート③をウエブクラスに次週まで
に提出。 

４回目 

・講義 
  「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」
について ② 
 グループワークと発表 
  
  ※変更があるかもしれません。 
  
 

〇今日の学びの振り返り 

5 回目 

・講義 
  3 歳児の保育内容 
 ワークシート④ 
  ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート④作成 
〇次週までにウエブクラスに提出 

６回目 

・講義 
 ４歳児の保育内容 
 ワークシート⑤作成、 
  
   ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート⑤作成、次週までにウエブク
ラスに提出 

７回目 

・講義 
 5 歳児の保育内容 
・ ワークシート⑥ 
   ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート⑥作成、次週までにウエブク
ラスに提出 
〇ミニ絵本の案を考えておく 
※ミニ絵本作成の⾊鉛筆やクレヨンなど各自
で用意しておく 

８回目 

・講義 
 保育と絵本（年齢に応じた絵本を選ぶ） 
 ミニ絵本を作成する 
   
  
     ※変更があるかもしれません。   
 

〇年齢に応じた絵本を整理しておく（実習で
活かせるように） 
〇ミニ絵本を完成させる 

９回目 

・講義・ 
 活動 
 おもちゃが保育に果たす役割 
 

〇ミニ絵本を提出する 
〇今日の学びの振り返り 

１０回目 

・講義 
  異年齢児保育について 
 食育について 
 多文化共⽣保育について 
  ※変更があるかもしれません 

〇今日の学びの振り返り（６０分） 
〇安全・安心な保育について予習する 
 

１１回目 

・講義 
  安全・安心な保育について 
 グループワークと発表 
  
  ※変更があるかもしれません 
 

〇課題レポート作成「安全・安心な保育につ
いて」１４週までにウエブクラスに提出 
 



１２回目 

・講義 
  保育の今と未来について 
   「ウイズコロナや SDGｓと保育について」 
 子どもの人権を大切にした保育について 
  ※変更があるかもしれません 
 

〇課題レポートを 15 回目までにウエブクラ
スに提出。 

１３回目 

講義 
 子育て支援、保護者支援について 
 小学校との接続について 
  
   
     ※変更があるかもしれません 

〇今日の学びの振り返り（６０分） 
 

１４回目 

・講義 
 子どもの遊びについて 
 ごっこ遊びから考える 他 
  
  ※変更があるかもしれません 

〇今までの授業の資料とワークシートを見や
すく閉じておく。１５回目に持参。 

１５回目 
・講義まとめ 
  
 

〇総括試験に向けて復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED203-
A02 

2.科目名 保育内容総論 (教育･保育Ｂ) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１、保育所保育指針・幼稚園教育要領における「保育の目標」[育みたい資質・能力」「幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿」と「保育の内容」の関連を理解する。 
２、保育所保育指針・幼稚園教育要領の各章のつながりを読み取り、保育の全体的な構造を
理解する。 
３、子どもの発達や⽣活を取り巻く社会的背景及び保育の内容の歴史的変遷等を踏まえ、保
育の内容の基本的な考え方を、子どもの発達や実態に即した具体的な保育の過程（計画・実
践・記録・省察・評価・改善）につなげて理解する。 
４、保育の多様な展開について具体的に理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は、DP の（１）（２）（４）の学修に関連している。 
①0 歳児から 5 歳児の発達と保育内容を理解する。 
②保育所保育指針や幼稚園教育要領を理解し、保育の全体的な構造を理解する。 
③ウイズコロナの保育や、SDGｓと保育の関係等、今と未来の保育を考えたり調べたりす
る。 

19.教科書・教材  「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」  
※購入できなければネットでダウンロードしておいてください。 

20.参考文献 適宜資料を配布する 

21.成績評価 

・ワークシート ６回     30 点（学習目標①②④に対応） 
・グループワークと発表   10 点（学習目標①②④に対応） 
・課題レポート       10 点（学習目標①②④に対応） 
・総括試験                               ５0 点（学習目標①②③に対応） 
 

22.コメント 

・就学前教育施設が多様化してきています。運営する国の所管も３つあります。 
 どのような施設でも自信を持って、総合的に、創造的に実践できる保育者になれるよう
に、主体的に学んでくれることを期待しています。 
・提出物は期日を守って提出してください。 

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

1 回目 

・講義のオリエンテーション(授業の目標、進め方、
評価など） 
・「保育内容総論」とは何か 
・ワークシート① 

〇ワークシート①作成、次週までに提出。 

2 回目 

・講義 
  乳幼児を取り巻く環境の変化 
  多様な就学前教育・保育施設と役割について 
・ワークシート② 

〇ワークシー②ウエブクラスに次週までに提
出。 
 



３回目 

・講義 
 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿① 
 ワークシーシート③  
 ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート③をウエブクラスに次週まで
に提出。 

４回目 

・講義 
  「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」
について ② 
 グループワークと発表 
  
  ※変更があるかもしれません。 
  
 

〇今日の学びの振り返り 

5 回目 

・講義 
  3 歳児の保育内容 
 ワークシート④ 
  ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート④作成 
〇次週までにウエブクラスに提出 

６回目 

・講義 
 ４歳児の保育内容 
 ワークシート⑤作成、 
  
   ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート⑤作成、次週までにウエブク
ラスに提出 

７回目 

・講義 
 5 歳児の保育内容 
・ ワークシート⑥ 
   ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート⑥作成、次週までにウエブク
ラスに提出 

８回目 

・講義 
 異年齢児保育 
 保育と絵本（年齢に応じた絵本を選ぶ） 
  食育 
 多文化共⽣保育 
  
     ※変更があるかもしれません。   
 

〇年齢に応じた絵本を整理しておく（実習で
活かせるように） 

９回目 

・講義・ 
 活動 
 おもちゃが保育に果たす役割 
 

〇今日の学びの振り返り 

１０回目 
・講義 
 3 歳未満児の保育 
  ※変更があるかもしれません 

〇今日の学びの振り返り（６０分） 
 

１１回目 

・講義 
  指導計画と保育内容 
  
  ※変更があるかもしれません 
 

〇今日の学びの振り返り（60 分） 
 

１２回目 
・講義 
  安全・安心に関する保育について 
・保育の今と未来について 

〇課題レポートを 15 回目までにウエブクラ
スに提出。 



   「ウイズコロナや SDGｓと保育について」 
・課題レポート「安全・安心な保育とは」 
  ※変更があるかもしれません 
 

１３回目 

講義 
 人権保育について 他 
  
   
     ※変更があるかもしれません 

〇今日の学びの振り返り（６０分） 
 

１４回目 

・講義 
 就学前教育と初等教育を接続する保育内容 
  ごっこ遊びについて 
  
  ※変更があるかもしれません 

〇今までの授業の資料とワークシートをまと
めて復習する。 

１５回目 
・講義まとめ 
  
 

総括試験の勉強をする 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED206-
A01 

2.科目名 
保育内容・環境 (教育･保育Ｂ)(福祉･保育コ
ース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件 ２年⽣春学期の保育内容５領域の全ての科
目を履修すること 

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

17.授業の目的と概要 

身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」は「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をも
ってかかわり、それらを⽣活に取り入れていこうとする力を養う」観点から子どもの育ちを
考えていく領域である。そのためには乳幼児自身の活動を通して好奇心・探究心がどのよう
に育ち、保育者はどのように援助していけばよいかを理解しなければならない。この授業で
は、乳幼児自身の好奇心・探究心の育ちと、それを育てるための保育者の援助・指導法につ
いて理解を深める。 
＜「保育内容・環境」で学ぶ主な内容＞ 
■幼稚園教育要領・保育所保育指針における「 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【関連する学科 DP】 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な研究・実践方法を選択・
計画し、行動することができる。 
（5）コミュニケーションスキル 
教員・社会福祉従事者として教育や福祉の現場で円滑にコミュニケーションをとることがで
きるスキルを獲得し、相互の⽴場を尊重した人間関係を構築することができる。 
（6）専門的知識・技能の活用力 
教員・社会福祉従事者として必要とされる教育学や社会福祉学の体系的な知識や学修成果を
状況に応じ総合的かつ包括的に活用することができる。 
【本授業の学修目標】 
・5 領域の中の「環境」の位置づけ、その目標と内容について理解します。 
・乳幼児特有の思考と表現の過程を学んだり、追体験したりすることを通して、乳幼児期の
思考や表現をトータルに捉えることができるようにします。 
・保育実践を進めていくことの重要性及び具体的な指導方法や環境構成について把握しま
す。 

19.教科書・教材 配布物で資料を配るため、特に必要はありません。 

20.参考文献 

・瀧川光治・小栗正裕編『改編 保育の考え方と実践』久美出版、２０１２年 
・「保育所保育指針」 
・「幼稚園教育要領」 
 

21.成績評価 

（１） 乳幼児特有の思考と表現の過程を学んだり、追体験することを把握し、説明できる
ようになる。5 領域の中の「環境」の位置づけ、その目標と内容について説明できるように
なる。 
ワークシートや感想（毎回）・・・１５点×３＝４５点 
Webclass で提出 
（２） 乳幼児期の思考や表現をトータルに捉えて、保育実践（落ち葉図鑑や絵本の作成）



を進めていくことができるようになる。 
課題（落ち葉図鑑・フォトブック）（第１３回まで）・・・３０点 
Webclass で提出 
（３） 乳幼児期の思考や表現をトータルに捉えて、保育 

22.コメント 

１．プリント（ワークシート等）を配布するので、ノートは要りません。プリントの中に重
要事項、メモ等を記入してください。また、欠席などで、プリント類を受け取っていない場
合は、翌週に申し出ること。 
２．【学びの記録シート】の「学習目標に対しての気づき・学び」は授業の中での新たな気
づきや学びを書き、「今日の感想・質問」は感想や質問・疑問事項を記入する。２行半にま
とめる（１行程度は不可）。  
また、＜自己チェック＞欄の集中度・学習目標到達度は、５段階で自己評価する。 
３．演習としてグループワーク、ロールプレイングを行います。 
２回目までは ZOOM にて遠隔授業を実施します。それ以降は変更の可能性があるため、
Webclas・Universalpassport をよく見ておいてください。 

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

第１回 

NO.1：ガイダンス／保育内容「環境」の意義 
幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、各領域の
ねらい及び内容を取り上げつつ「環境」の意義を説明
する。 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想
の重要性を理解する。 
ZOOM での講義と WS の提出 

○HW-WS①を実施する。（120 分） 

第２回 

NO.2：保育内容「環境」と幼児理解 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想
の重要性を理解する。 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成を仕上
げる。 
ZOOM での講義と WS の提出 

● 課題１「落ち葉図鑑 or フォトブックつ
くり」の説明（１２０分） 
○HW-WS②を実施する。（120 分） 

第３回 

NO.3：好奇心・探求心を育てる指導方法 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
各領域の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機
器及び教材の活用法を理解し、保育の構想に活用して
いく。 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成を仕上
げる。 

○HW-WS③を実施する。（120 分） 

第４回 

NO.4：思考力の芽⽣えをはぐくむ指導 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
思考力の芽⽣えをはぐぐむ指導実践を考えた後、幼稚
園教育における評価の考え方を理解する。 

○HW-WS④を実施する。（120 分） 



各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

第５回 

NO.5：人的環境として友だち、保育者 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成図を仕
上げる。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑤を実施する。（120 分） 

第６回 

NO.6：物的環境としての園具・遊具・素材 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成図を仕
上げる。 
写真を使った保育展開を学ぶ。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑥を実施する。（120 分） 

第７回 

NO.7：自然環境としての動植物 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成図を仕
上げる。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑦を実施する。（120 分） 

第８回 

NO.8：日常⽣活のなかでの興味や関心 
幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、各領域の
ねらい及び内容を取り上げつつ「環境」の意義を説明
する。 
日常⽣活の興味関心が小学校の教科等とどのようにつ
ながっているかを理解する。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑧を実施する。（120 分） 

第９回 

NO.9：地域（小学校など）・行事とのかかわり、保育
実践の具体例−いろいろな糸電話の教材研究 
幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の
教科等とのつながりを理解する。 
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想
の重要性を理解している。 
模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視
点を身に付ける。 

○HW-WS⑨を実施する。（120 分） 

第１０回 

NO.10：「環境」からみた道徳性の芽⽣えを培う、保
育実践の具体例−糸電話、音の教材の教材研究 
領域ごとに幼児が経験し身に付けていく内容の関連性
や小学校の教科等とのつながりを理解している。 
模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視
点を身に付ける。 

○HW-WS⑩を実施する。（120 分） 

第１１回 

NO.11：乳幼児の安全環境 
領域ごとに幼児が経験し身に付けていく内容の関連性
や小学校の教科等とのつながりを理解している。 
振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付け
る。 

○HW-WS⑪を実施する。（120 分） 



各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

第１２回 

NO.12：保育内容「環境」からみた実践的課題 
行われた実践についての評価を行う。 
保育で行われた実践が小学校の教科等とのつながりを
持っているか、確認していく。 
振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付け
る。 

○HW-WS⑫を実施する。（120 分） 

第１３回 

NO.13：自然・動植物や季節の変化に触れる保育実践
−「落ち葉図鑑」「フォトブック」の作品鑑賞会 
幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、各領域の
ねらい及び内容並びに全体構造を理解した上で自然・
動植物や季節の変化に触れる保育実践を考える。 
幼稚園教育における保育実践の振り返りを行う際の評
価の考え方を理解する。 

○HW-WS⑬を実施する。（120 分） 

第１４回 

NO.14：保育における環境（物的環境、自然環境、環
境構成）とは？ 
幼稚園教育における環境構成などについての評価の考
え方を理解する。 

○HW-WS⑭を実施する。（120 分） 

第１５回 
NO.15：まとめ（授業内での「最終まとめ」プリン
ト） 
これまで身に付けた力を総括して確認する。 

○HW-WS⑬を実施する。（120 分） 
○最終回まとめのレポートを実施する。 
（120 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED206-
A02 

2.科目名 
保育内容・環境 (教育･保育Ａ)(教育専修コー
ス) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件 ２年⽣春学期の保育内容５領域の全ての科
目を履修すること 

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

17.授業の目的と概要 

身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」は「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をも
ってかかわり、それらを⽣活に取り入れていこうとする力を養う」観点から子どもの育ちを
考えていく領域である。そのためには乳幼児自身の活動を通して好奇心・探究心がどのよう
に育ち、保育者はどのように援助していけばよいかを理解しなければならない。この授業で
は、乳幼児自身の好奇心・探究心の育ちと、それを育てるための保育者の援助・指導法につ
いて理解を深める。 
＜「保育内容・環境」で学ぶ主な内容＞ 
■幼稚園教育要領・保育所保育指針における「 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【関連する学科 DP】 
（4）問題発見・解決力 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な研究・実践方法を選択・
計画し、行動することができる。 
（5）コミュニケーションスキル 
教員・社会福祉従事者として教育や福祉の現場で円滑にコミュニケーションをとることがで
きるスキルを獲得し、相互の⽴場を尊重した人間関係を構築することができる。 
（6）専門的知識・技能の活用力 
教員・社会福祉従事者として必要とされる教育学や社会福祉学の体系的な知識や学修成果を
状況に応じ総合的かつ包括的に活用することができる。 
【本授業の学修目標】 
・5 領域の中の「環境」の位置づけ、その目標と内容について理解します。 
・乳幼児特有の思考と表現の過程を学んだり、追体験したりすることを通して、乳幼児期の
思考や表現をトータルに捉えることができるようにします。 
・保育実践を進めていくことの重要性及び具体的な指導方法や環境構成について把握しま
す。 

19.教科書・教材 配布物で資料を配るため、特に必要はありません。 

20.参考文献 

・瀧川光治・小栗正裕編『改編 保育の考え方と実践』久美出版、２０１２年 
・「保育所保育指針」 
・「幼稚園教育要領」 
 

21.成績評価 

（１） 乳幼児特有の思考と表現の過程を学んだり、追体験することを把握し、説明できる
ようになる。5 領域の中の「環境」の位置づけ、その目標と内容について説明できるように
なる。 
ワークシートや感想（毎回）・・・１５点×３＝４５点 
Webclass で提出 
（２） 乳幼児期の思考や表現をトータルに捉えて、保育実践（落ち葉図鑑や絵本の作成）



を進めていくことができるようになる。 
課題（落ち葉図鑑・フォトブック）（第１３回まで）・・・３０点 
Webclass で提出 
（３） 乳幼児期の思考や表現をトータルに捉えて、保育 

22.コメント 

１．プリント（ワークシート等）を配布するので、ノートは要りません。プリントの中に重
要事項、メモ等を記入してください。また、欠席などで、プリント類を受け取っていない場
合は、翌週に申し出ること。 
２．【学びの記録シート】の「学習目標に対しての気づき・学び」は授業の中での新たな気
づきや学びを書き、「今日の感想・質問」は感想や質問・疑問事項を記入する。２行半にま
とめる（１行程度は不可）。  
また、＜自己チェック＞欄の集中度・学習目標到達度は、５段階で自己評価する。 
３．演習としてグループワーク、ロールプレイングを行います。 
２回目までは ZOOM にて遠隔授業を実施します。それ以降は変更の可能性があるため、
Webclas・Universalpassport をよく見ておいてください。 

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

第１回 

NO.1：ガイダンス／保育内容「環境」の意義 
幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、各領域の
ねらい及び内容を取り上げつつ「環境」の意義を説明
する。 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想
の重要性を理解する。 
ZOOM での講義と WS の提出 

○HW-WS①を実施する。（120 分） 

第２回 

NO.2：保育内容「環境」と幼児理解 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想
の重要性を理解する。 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成を仕上
げる。 
ZOOM での講義と WS の提出 

● 課題１「落ち葉図鑑 or フォトブックつ
くり」の説明（１２０分） 
○HW-WS②を実施する。（120 分） 

第３回 

NO.3：好奇心・探求心を育てる指導方法 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
各領域の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機
器及び教材の活用法を理解し、保育の構想に活用して
いく。 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成を仕上
げる。 

○HW-WS③を実施する。（120 分） 

第４回 

NO.4：思考力の芽⽣えをはぐくむ指導 
「環境」領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験
し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。 
思考力の芽⽣えをはぐぐむ指導実践を考えた後、幼稚
園教育における評価の考え方を理解する。 

○HW-WS④を実施する。（120 分） 



各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

第５回 

NO.5：人的環境として友だち、保育者 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成図を仕
上げる。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑤を実施する。（120 分） 

第６回 

NO.6：物的環境としての園具・遊具・素材 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成図を仕
上げる。 
写真を使った保育展開を学ぶ。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑥を実施する。（120 分） 

第７回 

NO.7：自然環境としての動植物 
保育内容「環境」の特性や幼児の体験との関連を考慮
した上で、パワーポイント・Excel で環境構成図を仕
上げる。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑦を実施する。（120 分） 

第８回 

NO.8：日常⽣活のなかでの興味や関心 
幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、各領域の
ねらい及び内容を取り上げつつ「環境」の意義を説明
する。 
日常⽣活の興味関心が小学校の教科等とどのようにつ
ながっているかを理解する。 
各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

○HW-WS⑧を実施する。（120 分） 

第９回 

NO.9：地域（小学校など）・行事とのかかわり、保育
実践の具体例−いろいろな糸電話の教材研究 
幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の
教科等とのつながりを理解する。 
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想
の重要性を理解している。 
模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視
点を身に付ける。 

○HW-WS⑨を実施する。（120 分） 

第１０回 

NO.10：「環境」からみた道徳性の芽⽣えを培う、保
育実践の具体例−糸電話、音の教材の教材研究 
領域ごとに幼児が経験し身に付けていく内容の関連性
や小学校の教科等とのつながりを理解している。 
模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視
点を身に付ける。 

○HW-WS⑩を実施する。（120 分） 

第１１回 

NO.11：乳幼児の安全環境 
領域ごとに幼児が経験し身に付けていく内容の関連性
や小学校の教科等とのつながりを理解している。 
振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付け
る。 

○HW-WS⑪を実施する。（120 分） 



各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構
想の向上に取り組む。 

第１２回 

NO.12：保育内容「環境」からみた実践的課題 
行われた実践についての評価を行う。 
保育で行われた実践が小学校の教科等とのつながりを
持っているか、確認していく。 
振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付け
る。 

○HW-WS⑫を実施する。（120 分） 

第１３回 

NO.13：自然・動植物や季節の変化に触れる保育実践
−「落ち葉図鑑」「フォトブック」の作品鑑賞会 
幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、各領域の
ねらい及び内容並びに全体構造を理解した上で自然・
動植物や季節の変化に触れる保育実践を考える。 
幼稚園教育における保育実践の振り返りを行う際の評
価の考え方を理解する。 

○HW-WS⑬を実施する。（120 分） 

第１４回 

NO.14：保育における環境（物的環境、自然環境、環
境構成）とは？ 
幼稚園教育における環境構成などについての評価の考
え方を理解する。 

○HW-WS⑭を実施する。（120 分） 

第１５回 
NO.15：まとめ（授業内での「最終まとめ」プリン
ト） 
これまで身に付けた力を総括して確認する。 

○HW-WS⑬を実施する。（120 分） 
○最終回まとめのレポートを実施する。 
（120 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED207-
A01 

2.科目名 
保育内容・言葉 (教育･保育Ｂ)(福祉･保育コ
ース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻教育・保育コース 9.履修学年 ２年 

10.取得資格の要件 保育士資格必修 
幼稚園教員免許必修 

11.先修条件 なし 

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

17.授業の目的と概要 

この科目は、乳幼児が言葉を獲得していく過程を知り、言葉の発達を促すような働きかけに
ついて理解すること、「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」に記述されている「言葉」の
内容を理解し、多領域との関連を知ることを目的とします。 
具体的には、ことばの発達と保育者の援助について、背景となる理論を交えて事例を中心に
演習し、児童文化財を保育に活用できるよう演習を行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（５）コミュニケーションスキル
（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間にとっての言葉の意義や機能を理解すること。 
②言葉に対する感性を豊かにする実践について理解すること。 
③幼児にとっての児童文化財の意義を理解すること。 

19.教科書・教材 プリントを配布する。 
20.参考文献 授業中に紹介する。 

21.成績評価 

絵本ノート：25 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
す話の実践：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
紙芝居実践：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
手遊び実践：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
折り紙指導の模擬保育：15 点 〔学習目標の①、②、③に対応〕 
ひらがなの書き取り：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
総括：40 点 〔学習目標の①、②、③に対応〕 

22.コメント 自分自身の持つ「言葉の力」についてもしっかりと向き合ってください。 
23.オフィスアワー ⽕曜日４限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 ・授業のオリエンテーション 
・領域「言葉」とは何か 

web calss の課題 

２回目 

言葉の発達①（乳児期前半）：伝えたい気持ちについ
て 
言葉の前に言葉がある（身振り）。 
無反応な人に話すことについて考える。 

web class の課題 

３回目 
言葉の発達②（乳児期後半） 
１語文、２語文を話す子どもへの対応を考える。 web calass の課題 

４回目 言葉の発達③（幼児期） 
言い間違いやアニミズム的な発話への対応を考える。 

wdb class の課題 

５回目 
文字や記号の習得過程について考える。 
文字環境や記号環境について考える。 

平仮名を上手にかけるように練習する 



６回目 
保育者の言葉①：１対１の場面での対応の仕方を考え
る。 

保育用語の漢字を練習する 

７回目 
保育者の言葉②：保育者対クラス全体の子どもへの言
葉かけや指導 保育で使われる言葉の意味を調べる 

８回目 児童文化財を活用できるようになる①：手遊び 
 

手遊びの練習 

９回目 児童文化財を活用できるようになる②：紙芝居 紙芝居の練習 

１０回目 
児童文化財を活用できるようになる③：絵本 
 す話の練習 

１１回目 す話の発表と鑑賞 
 

模擬保育の準備 

１２回目 模擬保育を行う① 
模擬保育の準備 
自分の模擬保育の映像を見て振り返りを行う 

１３回目 模擬保育の実施② 
自分の模擬保育の映像を見て振り返りを行う 
絵本ノートに関するレポート作成 

１４回目 言葉の遅れについて考える 返却されたワークシートなどを整理する 

１５回目 
タブレット端末などのメディア活用について考える 
まとめ 

総括テストのための予習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED207-
A02 

2.科目名 
保育内容・言葉 (教育･保育Ａ)(教育専修コー
ス) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻教育・保育コース 9.履修学年 ２年 

10.取得資格の要件 保育士資格必修 
幼稚園教員免許必修 

11.先修条件 なし 

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

17.授業の目的と概要 

この科目は、乳幼児が言葉を獲得していく過程を知り、言葉の発達を促すような働きかけに
ついて理解すること、「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」に記述されている「言葉」の
内容を理解し、多領域との関連を知ることを目的とします。 
具体的には、ことばの発達と保育者の援助について、背景となる理論を交えて事例を中心に
演習し、児童文化財を保育に活用できるよう演習を行う。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（５）コミュニケーションスキル
（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間にとっての言葉の意義や機能を理解すること。 
②言葉に対する感性を豊かにする実践について理解すること。 
③幼児にとっての児童文化財の意義を理解すること。 

19.教科書・教材 プリントを配布する。 
20.参考文献 授業中に紹介する。 

21.成績評価 

絵本ノート：25 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
す話の実践：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
紙芝居実践：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
手遊び実践：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
折り紙指導の模擬保育：15 点 〔学習目標の①、②、③に対応〕 
ひらがなの書き取り：5 点 〔学習目標の②、③に対応〕 
総括：40 点 〔学習目標の①、②、③に対応〕 

22.コメント 自分自身の持つ「言葉の力」についてもしっかりと向き合ってください。 
23.オフィスアワー ⽕曜日４限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 ・授業のオリエンテーション 
・領域「言葉」とは何か 

web calss の課題 

２回目 

言葉の発達①（乳児期前半）：伝えたい気持ちについ
て 
言葉の前に言葉がある（身振り）。 
無反応な人に話すことについて考える。 

web class の課題 

３回目 
言葉の発達②（乳児期後半） 
１語文、２語文を話す子どもへの対応を考える。 web calass の課題 

４回目 言葉の発達③（幼児期） 
言い間違いやアニミズム的な発話への対応を考える。 

wdb class の課題 

５回目 
文字や記号の習得過程について考える。 
文字環境や記号環境について考える。 

平仮名を上手にかけるように練習する 



６回目 
保育者の言葉①：１対１の場面での対応の仕方を考え
る。 

保育用語の漢字を練習する 

７回目 
保育者の言葉②：保育者対クラス全体の子どもへの言
葉かけや指導 保育で使われる言葉の意味を調べる 

８回目 児童文化財を活用できるようになる①：手遊び 
 

手遊びの練習 

９回目 児童文化財を活用できるようになる②：紙芝居 紙芝居の練習 

１０回目 
児童文化財を活用できるようになる③：絵本 
 す話の練習 

１１回目 す話の発表と鑑賞 
 

模擬保育の準備 

１２回目 模擬保育を行う① 
模擬保育の準備 
自分の模擬保育の映像を見て振り返りを行う 

１３回目 模擬保育の実施② 
自分の模擬保育の映像を見て振り返りを行う 
絵本ノートに関するレポート作成 

１４回目 言葉の遅れについて考える 返却されたワークシートなどを整理する 

１５回目 
タブレット端末などのメディア活用について考える 
まとめ 

総括テストのための準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED208-
A01 

2.科目名 保育内容・表現Ⅰ (教育･保育Ｂ) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種  保育士 幼稚
園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習(講義・実技を含む） 
模擬保育などは、集中講義になる可能性あ
り 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領
における領域「表現」について考察し、幼児の未分化な表現とその指導についての理解 を
深めます。 
本授業では特に、幼児の造形について取り扱い、幼児の造形作品を鑑賞したり、幼児の造形
に関する研究に触れたりすることを通して幼児理解を進めるとともに、幼児と造形の関わり
及びその活動 の意義を学び、併せて基礎的指導力を養います。また描いたり、つくった
り、みたりする活動を通して、互 いの「違い」の面⽩さに気づき、⾊や形を介してのコミ
ュニケー 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・5 領域の中の「表現」の位置づけ、その目標と内容について理解します。 
・幼児特有の表現過程を追体験することを通して、未分化な幼児期の表現を理解し、表現を
トータルに捉えて指導することの重要性及び具体的指導方法について把握します。 
・特に幼児の造形について 4 つの側面(発達的、特徴的、心理的、美的)からアプローチ
し、幼児の表現を 受容、共感、反応していくことの重要性について理解し、保育者として
の基礎的姿勢と基本的指導技術を身につけます。 

19.教科書・教材 

大橋功『美術教育概論（新訂版）』2018．ISBN978-4536601030 
本書は「造形 I」(1 年春学期)で購入したものです。また、「図画工作 I」(2 年春学期)、「図
画工作 II」(2 年秋学期)、「初等図画工作科教育法」(2 年秋学期)、「造形 II」(4 年秋学期)、
「教職実践演習(幼)」(4 年 秋学期)と共通の教科書です。 

20.参考文献 

槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 2008.ISBN 978-4893471314 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所
保育指針』チャイルド社 
厚⽣労働省『保育所指針解説』フレーベル社 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』フレーベル社 
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル社 

21.成績評価 

①受講ノート=10％（毎回の授業について感想や質問などを 200 字程度でまとめる） 
②グループワーク（①〜③）＝20％ 
③個人ワーク（活動①〜⑦）=10％ 
④作成した保育案・模擬授業=40％ 
⑤e ポートフォリオの内容=20％ 



・それぞれの評価基準は，1 回目の授業で配布します。 
・①③④⑤は学科の学習目標達成，②は KUIS 学習ベンチマーク達成の評価に用いる。 

22.コメント 

幼児の未分化な表現を豊かに引き出すにあたって、指導者自身が描いたり、つくったりする
力量は必要ではありません。幼児の世界観を理解し受容し反応するできること、つまり幼児
の表現を”みとる力”が必要なのです。 
屈託のない無限の可能性が感じられる幼児の表現世界を体験しましょう。 
そして、仲間と一緒に表現することの楽しさを味わっていきましょう。 
そうすることで、魅力ある指導者への第一歩を踏み出せるでしょう。 
※遠隔授業で対応できない内容については、集中講義になる可能性があります。 
※遠隔授業の場合、必要な用具（絵の具、クレパス、⾊鉛筆、用紙など）については自分で
用意することになります。 

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

第 1 回 

ガイダンス（本授業の目標・内容・評定算出の方法・
進め方の確認、e ポートフォリオのアップ、 受講上
の留意点などについて） 
グループづくり 
保育所指針・幼稚園要領における「表現」とは 
 

〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆A4 横入れ（A4‐E）クリアファイル 30 ポ
ケット◆授業時に配布します 
 

第 2 回 

子どもの造形活動を捉える視点 
「遊びから捉える幼児の表現〜自分たちの経験をもと
に〜」 
活動①「新聞で遊ぼう」（素材を体験する１） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 3 回 
活動②「自然物で遊ぼう」（素材を体験する 2） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 4 回 

活動③「絵本をつくろう」（子どもと楽しむために
１） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 5 回 

活動④「絵本をつくろう２」（子どもと楽しむために
２） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 6 回 

活動⑤「たらしこみで遊ぼう」（技法を体験する 1） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 7 回 活動⑥「パステルで遊ぼう」（技法を体験する 2） ◆クリアファイル◆ 



ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 8 回 
活動⑦「クレパスで遊ぼう」（技法を体験する３） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
★◎保育案の作成 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 9 回 

幼児の造形への特徴的側面からのアプローチ 
保育所指針・幼稚園要領における「表現」のねらい・
内容の理解 
保育指導案の構成を理解し、保育案を作成する 
情報機器・教材の活用法の理解 
「遊びからの表現活動を考える（保育案の作成）」 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 10 回 

幼児の造形への特徴的側面からのアプローチ 
「遊びからの表現活動を考える」指導案検討グループ
ワーク 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 11 回 
造形表現という側面から 
活動⑦「名場面を探そう〜私のおすすめ絵本〜」 
 

◆クリアファイル◆ 
◆おすすめの絵本 1 冊◆ 
〇復習と授業ノートの整理（60 分 
 

第 12 回 

造形表現という側面から 
グループワーク③「絵本からの表現活動〜保育案をつ
くろう〜」 
保育指導案の構成を理解し、保育案を作成する 
情報機器・教材の活用法の理解 
 

◆クリアファイル◆ 
★◎保育案作成（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分 
 

第 13 回 
造形表現という側面から 
「絵本からの表現活動」模擬授業・リフレクション① 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 14 回 
造形表現という側面から 
「絵本からの表現活動」模擬授業・リフレクション② 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 15 回 

造形表現という側面から 
「絵本からの表現活動」模擬授業・リフレクション③ 
保育実践の動向を知り、保育構想の向上を図る 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED208-
A02 

2.科目名 
保育内容・表現Ⅰ (教育･保育Ａ)(教育専
修)(福祉･保育) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種  保育士 幼稚
園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習(講義・実技を含む） 
模擬保育などは、集中講義になる可能性あ
り 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領
における領域「表現」について考察し、幼児の未分化な表現とその指導についての理解 を
深めます。 
本授業では特に、幼児の造形について取り扱い、幼児の造形作品を鑑賞したり、幼児の造形
に関する研究に触れたりすることを通して幼児理解を進めるとともに、幼児と造形の関わり
及びその活動 の意義を学び、併せて基礎的指導力を養います。また描いたり、つくった
り、みたりする活動を通して、互 いの「違い」の面⽩さに気づき、⾊や形を介してのコミ
ュニケー 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・5 領域の中の「表現」の位置づけ、その目標と内容について理解します。 
・幼児特有の表現過程を追体験することを通して、未分化な幼児期の表現を理解し、表現を
トータルに捉えて指導することの重要性及び具体的指導方法について把握します。 
・特に幼児の造形について 4 つの側面(発達的、特徴的、心理的、美的)からアプローチ
し、幼児の表現を 受容、共感、反応していくことの重要性について理解し、保育者として
の基礎的姿勢と基本的指導技術を身につけます。 

19.教科書・教材 

大橋功『美術教育概論（新訂版）』2018．ISBN978-4536601030 
本書は「造形 I」(1 年春学期)で購入したものです。また、「図画工作 I」(2 年春学期)、「図
画工作 II」(2 年秋学期)、「初等図画工作科教育法」(2 年秋学期)、「造形 II」(4 年秋学期)、
「教職実践演習(幼)」(4 年 秋学期)と共通の教科書です。 

20.参考文献 

槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 2008.ISBN 978-4893471314 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所
保育指針』チャイルド社 
厚⽣労働省『保育所指針解説』フレーベル社 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』フレーベル社 
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル社 

21.成績評価 

①受講ノート=10％（毎回の授業について感想や質問などを 200 字程度でまとめる） 
②グループワーク（①〜③）＝20％ 
③個人ワーク（活動①〜⑦）=10％ 
④作成した保育案・模擬授業=40％ 
⑤e ポートフォリオの内容=20％ 



・それぞれの評価基準は，1 回目の授業で配布します。 
・①③④⑤は学科の学習目標達成，②は KUIS 学習ベンチマーク達成の評価に用いる。 

22.コメント 

幼児の未分化な表現を豊かに引き出すにあたって、指導者自身が描いたり、つくったりする
力量は必要ではありません。幼児の世界観を理解し受容し反応するできること、つまり幼児
の表現を”みとる力”が必要なのです。 
屈託のない無限の可能性が感じられる幼児の表現世界を体験しましょう。 
そして、仲間と一緒に表現することの楽しさを味わっていきましょう。 
そうすることで、魅力ある指導者への第一歩を踏み出せるでしょう。 
※遠隔授業で対応できない内容については、集中講義になる可能性があります。 
※遠隔授業の場合、必要な用具（絵の具、クレパス、⾊鉛筆、用紙など）については自分で
用意することになります。 

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

第 1 回 

ガイダンス（本授業の目標・内容・評定算出の方法・
進め方の確認、e ポートフォリオのアップ、 受講上
の留意点などについて） 
グループづくり 
保育所指針・幼稚園要領における「表現」とは 
 

〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆A4 横入れ（A4‐E）クリアファイル 30 ポ
ケット◆授業時に配布します 
 

第 2 回 

子どもの造形活動を捉える視点 
「遊びから捉える幼児の表現〜自分たちの経験をもと
に〜」 
活動①「新聞で遊ぼう」（素材を体験する１） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 3 回 
活動②「自然物で遊ぼう」（素材を体験する 2） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 4 回 

活動③「絵本をつくろう」（子どもと楽しむために
１） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 5 回 

活動④「絵本をつくろう２」（子どもと楽しむために
２） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 6 回 

活動⑤「たらしこみで遊ぼう」（技法を体験する 1） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 7 回 活動⑥「パステルで遊ぼう」（技法を体験する 2） ◆クリアファイル◆ 



ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 
 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 8 回 
活動⑦「クレパスで遊ぼう」（技法を体験する３） 
ねらい及び内容と指導上の留意点、他領域との関連性
や小学校の教科とのつながりの理解 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
★◎保育案の作成 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 9 回 

幼児の造形への特徴的側面からのアプローチ 
保育所指針・幼稚園要領における「表現」のねらい・
内容の理解 
保育指導案の構成を理解し、保育案を作成する 
情報機器・教材の活用法の理解 
「遊びからの表現活動を考える（保育案の作成）」 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 10 回 

幼児の造形への特徴的側面からのアプローチ 
「遊びからの表現活動を考える」指導案検討グループ
ワーク 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 11 回 
造形表現という側面から 
活動⑦「名場面を探そう〜私のおすすめ絵本〜」 
 

◆クリアファイル◆ 
◆おすすめの絵本 1 冊◆ 
〇復習と授業ノートの整理（60 分 
 

第 12 回 

造形表現という側面から 
グループワーク③「絵本からの表現活動〜保育案をつ
くろう〜」 
保育指導案の構成を理解し、保育案を作成する 
情報機器・教材の活用法の理解 
 

◆クリアファイル◆ 
★◎保育案作成（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分 
 

第 13 回 
造形表現という側面から 
「絵本からの表現活動」模擬授業・リフレクション① 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 14 回 
造形表現という側面から 
「絵本からの表現活動」模擬授業・リフレクション② 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 

第 15 回 

造形表現という側面から 
「絵本からの表現活動」模擬授業・リフレクション③ 
保育実践の動向を知り、保育構想の向上を図る 
 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画像
整理（60 分） 
〇復習と授業ノートの整理（60 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED209-
A01 

2.科目名 
保育内容・表現Ⅱ (教育･保育Ｂ)(福祉･保育
コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

日常の身の回りの音に耳を傾け、そこから音楽を知覚・感受した内容を手遊び、身体表現
(リトミック)や音楽表現に結びつける。お話の内容を理解し、場面にふさわしい音楽の挿入
や即興表現する。演習を通して、保育現場で使われる行事・季節・⽣活の歌、リズム曲、合
奏を実践する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力
を養い、創造性を豊かにする」という幼稚園教育要領・保育所保育指針、「表現」領域の基
本を理解する。 
・「いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性」「感じたことや考えたことを自分なり
に表現して楽しむ」「⽣活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ」を体得するた
めの演習に意欲的に取り組むことができる。 
・演習を通して、幼児の認識・思考・動き等を視野に、指導上の留意点を理解する。 
・幼児の表現活動(音楽)の指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成す
る。 
 

19.教科書・教材 楽譜及び資料は、必要に応じてプリントを配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

発表 
音表現６％ 手遊び６％ 音楽づくり１２％ 合奏１２％ 
活動の様子 
音表現４％ 音楽づくり８％ 
小テスト 
歌唱６％＋伴奏６％＝１２％ 
身体表現６％＋伴奏６％＝１２％ 
グループワークシート５％＋個人ワークシート１０％＝１５％ 
保育指導案作成１３％ 
 

22.コメント 授業での演習が、子どもたちとの現場に⽣かせる実践となるよう取り組む。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

43199 

■オリエンテーション 授業の組み⽴て(15 回)を通
して、「表現」領域の基本となる演習の目的を理解す
る。 
■身近な音を探してみよう・歌ってみよう・弾いてみ
よう  
 ⽣活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽し
む活動として、 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として、歌の旋律と伴奏パ
ートを練習する。1h 



 身近に感じることのできる音を探して、音日記をつ
ける。 
 音のイメージに合う楽器を選択し、グループで表現
する。 
 幼児の認識・思考を視野に、指導上の留意点に結び
つける活動として 
グループワークシート記入する 
 いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性を
育む活動として、 
 季節・行事 

43206 

■音表現発表  
 音日記でつけた音のイメージに合う楽器を選択、グ
ループで音表現を発表する。 
■歌ってみよう・弾いてみよう   
 季節・行事・⽣活の歌を歌う。歌の伴奏パートを鍵
盤楽器で演奏する。 
 グループワークシート提出 
 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として、歌の旋律と伴奏パ
ートを練習する。1h 

43213 

■歌ってみよう・弾いてみよう  
 ヘッドホンを使用して、歌に合わせて伴奏パートを
演奏する。 
■手遊びしてみよう 
 ペアまたは 3 人で、手遊びする。 
 

◎いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として、歌の伴奏と手遊び
をパートナーと合わせて練習する。1h 

43227 

■小テスト 
 歌唱パートと伴奏をパートを交替して小テストを実
施する。 
■手遊び発表 
 ペアまたは 3 人で、手遊びを発表する。 
  
 

 

43234 

■音楽劇をつくろう① 
 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽し
む活動として、 
こども人形劇場のお話の内容を理解しお話にふさわし
い音楽劇を検討する。 
 語り手・登場人物・音楽表現等の役割を決める。 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  
幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点に
結びつける活動として 
ワークシートに記入する 
 

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 

43241 

■音楽劇をつくろう② 
 お話にふさわしい音楽劇を検討し、歌唱、身体表
現、 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 



 幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点
に結びつける活動とし 
  てワークシート記入 
 

43248 

■音楽劇をつくろう③ 
 お話にふさわしい音楽劇を検討し、歌唱、身体表
現、 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  
 幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点
に結びつける活動とし 
 てワークシート記入 
 

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 

43255 

■音楽劇をつくろう④ 
 お話にふさわしい音楽劇を検討し、歌唱、身体表
現、 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  
 幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点
に結びつける活動とし 
 てワークシート記入 
 

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 

43262 

■音楽劇を発表しよう 
 グループごとに作成した音楽劇を発表する 
  ワークシート記入・提出 
 

 

43269 

■乳幼児の発達と楽器の奏法を理解しよう            
  合奏課題曲の練習に向け、楽器の奏法(カスタネッ
ト・タンプリン・すず・ 
  木琴・鉄琴・ハンドベル・電子ピアノ)を理解す
る。 
   楽曲の担当パートを決定し、読譜する。 
 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として担当パートを練習す
る。1.5h 

43276 

■合奏しよう 
 グループに分かれ合奏する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。 
 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として担当パートを練習す
る。1.5h 

43283 
■合奏グループ発表 
■保育指導案の構成をグループで考える。  
 

 

43290 

■音楽にあわせて身体表現しよう 
 演習を通して、リトミック、ボディパーカッション
等を身体表現する。 
 ピアノ演奏にあわせて身体表現をペアまたは 3 人
で工夫する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。  
 

◎幼児の動きを視野に、指導上の留意点に結
びつける活動としてパートナーと身体表現を
工夫して練習する。1h  
 

43297 ■音楽にあわせて身体表現しよう ◎幼児の動きを視野に、指導上の留意点に結



 演習を通して、リトミック、ボディパーカッション
等を身体表現する。 
 ピアノ演奏にあわせて身体表現をペアまたは 3 人
で工夫する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。  
 

びつける活動としてパートナーと身体表現を
工夫して練習する。1h  
 

43304 

■身体表現を発表しよう 
 工夫した身体表現をペアまたは 3 人で発表する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。 
 

★ 保育指導案提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED209-
A02 

2.科目名 
保育内容・表現Ⅱ (教育･保育Ａ)(教育専修コ
ース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

日常の身の回りの音に耳を傾け、そこから音楽を知覚・感受した内容を手遊び、身体表現
(リトミック)や音楽表現に結びつける。お話の内容を理解し、場面にふさわしい音楽の挿入
や即興表現する。演習を通して、保育現場で使われる行事・季節・⽣活の歌、リズム曲、合
奏を実践する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力
を養い、創造性を豊かにする」という幼稚園教育要領・保育所保育指針、「表現」領域の基
本を理解する。 
・「いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性」「感じたことや考えたことを自分なり
に表現して楽しむ」「⽣活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ」を体得するた
めの演習に意欲的に取り組むことができる。 
・演習を通して、幼児の認識・思考・動き等を視野に、指導上の留意点を理解する。 
・幼児の表現活動(音楽)の指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成す
る。 
 

19.教科書・教材 楽譜及び資料は、必要に応じてプリントを配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

発表 
音表現６％ 手遊び６％ 音楽づくり１２％ 合奏１２％ 
活動の様子 
音表現４％ 音楽づくり８％ 
小テスト 
歌唱６％＋伴奏６％＝１２％ 
身体表現６％＋伴奏６％＝１２％ 
グループワークシート５％＋個人ワークシート１０％＝１５％ 
保育指導案作成１３％ 
 

22.コメント 授業での演習が、子どもたちとの現場に⽣かせる実践となるよう取り組む。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

43199 

■オリエンテーション 授業の組み⽴て(15 回)を通
して、「表現」領域の基本となる演習の目的を理解す
る。 
■身近な音を探してみよう・歌ってみよう・弾いてみ
よう  
 ⽣活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽し
む活動として、 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として、歌の旋律と伴奏パ
ートを練習する。1h 



 身近に感じることのできる音を探して、音日記をつ
ける。 
 音のイメージに合う楽器を選択し、グループで表現
する。 
 幼児の認識・思考を視野に、指導上の留意点に結び
つける活動として 
グループワークシート記入する 
 いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性を
育む活動として、 
 季節・行事 

43206 

■音表現発表  
 音日記でつけた音のイメージに合う楽器を選択、グ
ループで音表現を発表する。 
■歌ってみよう・弾いてみよう   
 季節・行事・⽣活の歌を歌う。歌の伴奏パートを鍵
盤楽器で演奏する。 
 グループワークシート提出 
 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として、歌の旋律と伴奏パ
ートを練習する。1h 

43213 

■歌ってみよう・弾いてみよう  
 ヘッドホンを使用して、歌に合わせて伴奏パートを
演奏する。 
■手遊びしてみよう 
 ペアまたは 3 人で、手遊びする。 
 

◎いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として、歌の伴奏と手遊び
をパートナーと合わせて練習する。1h 

43227 

■小テスト 
 歌唱パートと伴奏をパートを交替して小テストを実
施する。 
■手遊び発表 
 ペアまたは 3 人で、手遊びを発表する。 
  
 

 

43234 

■音楽劇をつくろう① 
 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽し
む活動として、 
こども人形劇場のお話の内容を理解しお話にふさわし
い音楽劇を検討する。 
 語り手・登場人物・音楽表現等の役割を決める。 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  
幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点に
結びつける活動として 
ワークシートに記入する 
 

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 

43241 

■音楽劇をつくろう② 
 お話にふさわしい音楽劇を検討し、歌唱、身体表
現、 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 



 幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点
に結びつける活動とし 
  てワークシート記入 
 

43248 

■音楽劇をつくろう③ 
 お話にふさわしい音楽劇を検討し、歌唱、身体表
現、 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  
 幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点
に結びつける活動とし 
 てワークシート記入 
 

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 

43255 

■音楽劇をつくろう④ 
 お話にふさわしい音楽劇を検討し、歌唱、身体表
現、 
 鍵盤楽器、打楽器を使って表現をグループで工夫す
る。  
 幼児の認識・思考・動きを視野に、指導上の留意点
に結びつける活動とし 
 てワークシート記入 
 

◎感じたことや考えたことを自分なりに表現
して楽しむ活動として、グループで音楽劇の
役割・内容を話し合う 1.5h 

43262 

■音楽劇を発表しよう 
 グループごとに作成した音楽劇を発表する 
  ワークシート記入・提出 
 

 

43269 

■乳幼児の発達と楽器の奏法を理解しよう            
  合奏課題曲の練習に向け、楽器の奏法(カスタネッ
ト・タンプリン・すず・ 
  木琴・鉄琴・ハンドベル・電子ピアノ)を理解す
る。 
   楽曲の担当パートを決定し、読譜する。 
 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として担当パートを練習す
る。1.5h 

43276 

■合奏しよう 
 グループに分かれ合奏する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。 
 

〇いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性を育む活動として担当パートを練習す
る。1.5h 

43283 
■合奏グループ発表 
■保育指導案の構成をグループで考える。  
 

 

43290 

■音楽にあわせて身体表現しよう 
 演習を通して、リトミック、ボディパーカッション
等を身体表現する。 
 ピアノ演奏にあわせて身体表現をペアまたは 3 人
で工夫する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。  
 

◎幼児の動きを視野に、指導上の留意点に結
びつける活動としてパートナーと身体表現を
工夫して練習する。1h  
 

43297 ■音楽にあわせて身体表現しよう ◎幼児の動きを視野に、指導上の留意点に結



 演習を通して、リトミック、ボディパーカッション
等を身体表現する。 
 ピアノ演奏にあわせて身体表現をペアまたは 3 人
で工夫する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。  
 

びつける活動としてパートナーと身体表現を
工夫して練習する。1h  
 

43304 

■身体表現を発表しよう 
 工夫した身体表現をペアまたは 3 人で発表する。 
■保育指導案の構成をグループで考える。 
 

★ 保育指導案提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED212-
A01 

2.科目名 乳児保育Ⅰ (教育･保育Ａ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 土谷⻑子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】日本の乳児保育について理解を深め、乳児保育の実践家としての基礎的事項を身に
つける。 
【概要】乳児保育の歴史的変遷と理念および役割を踏まえた上で、乳児の育ちについて学ぶ
とともに、保育所・乳児院における乳児保育の現状を理解する。それらを踏まえ、3 歳未満
児の発達に即した乳児保育の実践計画が⽴案できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(2) 社会的貢献性と（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
3 歳未満児保育についての知識・技能の基礎を身に付けることをめざします。 
①3 歳までの発達の様子を説明することができる。 
②乳児の発達に応じた⽣活や遊びの実践を具体的に説明することができる。 
③乳児保育の専門性について説明することができる。 
④日本における保護者支援について説明することができる。 

19.教科書・教材 高内正子他編著  「健やかな育ちを支える乳児保育Ⅰ・Ⅱ」   建帛社 

20.参考文献 
厚⽣労働省「保育所保育指針（平成 29 年告示）」フレーベル館 
内閣府他「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29 年告示）」フレーベル館 

21.成績評価 

①授業のまとめシート〈10%〉（webclass) 
当日の学びのポイントを定められた期間内に 150 字程度でまとめるとともに、感想や質問を
記入する。「まとめ」は指定された字数のおおむね 8 割である 120 字以上書かれているこ
と、書かれている内容が重複していないこと、授業の内容と整合性があることなどを求めま
す。「感想及び質問」は評価の対象としません。授業内容に関わる質問には必ずお答えしま
す。 
②最終試験〈40％〉 （webclass）乳児保育で学んだことをもとに、示されたテーマにつ
いて定められた期間内に提出する。 

22.コメント 
保育の現場では基本的な人間性が求められます。乳児保育に携わる人としてふさわしい態度
で授業に参加してください。授業中に行うグループワークにおいては、協調性や共に学びあ
う姿勢を大切にしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 

・オリエンテーション 
・0 歳から 2 歳児対象の手作りおもちゃの製作につい
ての説明を行う。 
・産育儀礼のレポートについて説明を行う。 
・乳児保育とは 
 

予習：教科書第 1 章を通読する。 
復習：教科書第 14 章を通読するとともに、
他の参考書等でどのようなおもちゃがあるの
かについて調べ、制作に向けての計画を⽴て
実戦を始める。 

第 2 回目 
・乳児を保育する〜新人保育者のビデオを通して〜 
・ディスカッション 
新人保育者のビデオを視聴し、乳児の保育についてい

予習：教科書第 2 章を通読する。 
復習：教科書第 2 章を再読し、3 歳未満児の
保育をするにあたっての保育者の資質につい



まの自らのレベルから考えていく。自分自身のいまを
振り返り、グループディスカッションを通してどのよ
うな保育者になりたいかを具体的に明文化し、意識す
る。 
 

て自分自身と照らし合わせ、望ましい保育者
の在り方を webclass（今回のまとめシー
ト）で提出。 
 

第 3 回目 

・ディスカッション 
乳児の育ち①胎児期〜いのちの発⽣について考える〜 
胎児の様子を記録したビデオを視聴し、⽣命の発⽣と
畏敬についてディスカッションを通して考える 
 

予習：第 1 回で配布する産育儀礼のレポー
トを完成し、授業中に提出（自らの成⻑過程
で、どのような産育儀礼を経験したか、家族
等から話を聞いてまとめる。同時に特に就学
前の自らの様子と子育ての話を身近なものと
して聞く機会をもつ）。 
復習： 

第 4 回目 

乳児の育ち②運動・身体発達 
おおむね 2 歳までの運動・身体発達について、視聴
覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておく。 
復習：授業中に学んだ運動発達について、月
年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 5 回目 

乳児の育ち③認知・社会性の発達 
おおむね 2 歳までの認知・社会性の発達について、
視聴覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておくこと。 
復習：授業中に学んだ認知・社会性の発達に
ついて、月年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 6 回目 

保育の中で行われる行事について 
提出した産育儀礼のレポートを資料として、それぞれ
の産育儀礼の意味やあり方を知り、保育の中で行われ
る行事について理解を深め、保護者や子どもへ説明で
きるようにする。 
 

予習：保育の中で行われる行事について調べ
る。 
復習：授業の中で示された行事について、レ
ポートで説明する（webclass）。 

第 7 回目 

・グループワーク・ディスカッション 
手作りおもちゃの紹介 
各自が製作した手作りおもちゃをレポートに基づいて
年齢に適したものであるか、製作上の工夫などについ
て紹介し合う。 
乳児にとってふさわしいおもちゃについてディスカッ
ションを行う。 
 

予習：第 1 回目の時に説明をした 0〜2 歳児
を対象とした手作りおもちゃを完成させ提出
する。1 回目時に配布した手作りおもちゃの
レポートを添付すること。 
復習：手づくりおもちゃレポートの再提出
（webclass）。 

第 8 回目 

乳児保育の実際①6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 9 回目 

乳児保育の実際②6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 10 回目 
乳児保育の実際③1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳 3 ヶ月までの保育

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 



の様子を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保
育の実際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い
方等について理解する 
 

第 11 回目 
 

乳児保育の実際④1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳までの保育の様子
を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実
際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い方等に
ついて理解する 
 

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 12 回目 

乳児保育の実際⑤2 歳児 
ビデオ等を視聴し、2 歳児の保育の様子を見ながら、
具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際について理
解する 
 

予習：教科書第 6 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 13 回目 

・手作りおもちゃでの遊びを通して 
自らが製作したおもちゃを子どもが使って遊んでいる
様子をビデオで視聴するとともに、子どもが遊んだあ
とのおもちゃがどのように変化しているかを調べる。 
・ディスカッション 
子どもの発達段階に合わせた玩具として適切なものを
つくるためには何が必要かを考えて、提案する。 
 

予習：教科書第 16 章を通読しておくこと。 
復習：自らのおもちゃの改良点についてのレ
ポートを提出（webclass）。 

第 14 回目 

・ディスカッション 
作成した乳児の指導計画を元に、月年齢別にディスカ
ッションを通して考察する。 
発達を踏まえて、指導計画のリライトを行うための考
察を行う。 
 

予習：手作りおもちゃを使った遊びの指導計
画を⽴て。（指導計画は手作りおもちゃの提
出時に配布・説明）。 
復習：指導計画のリライト。 

第 15 回目 

・ディスカッション 
リライトした指導計画のプレゼンテーション。 
指導計画と保育者の意図、使用する玩具（手づくりお
もちゃ）、保育の計画上のねらい・目的と実践につい
てディスカッションを行う。 
・まとめ 

予習：指導計画⽴案にあたってのねらい・目
的に基づいた実践上の保育者の意図について
考えておく。 
復習：最終試験（webclass）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED212-
A02 

2.科目名 乳児保育Ⅰ (教育･保育Ｂ)(福祉･保育コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 土谷⻑子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】日本の乳児保育について理解を深め、乳児保育の実践家としての基礎的事項を身に
つける。 
【概要】乳児保育の歴史的変遷と理念および役割を踏まえた上で、乳児の育ちについて学ぶ
とともに、保育所・乳児院における乳児保育の現状を理解する。それらを踏まえ、3 歳未満
児の発達に即した乳児保育の実践計画が⽴案できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(2) 社会的貢献性と（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
3 歳未満児保育についての知識・技能の基礎を身に付けることをめざします。 
①3 歳までの発達の様子を説明することができる。 
②乳児の発達に応じた⽣活や遊びの実践を具体的に説明することができる。 
③乳児保育の専門性について説明することができる。 
④日本における保護者支援について説明することができる。 

19.教科書・教材 高内正子他編著  「健やかな育ちを支える乳児保育Ⅰ・Ⅱ」   建帛社 

20.参考文献 
厚⽣労働省「保育所保育指針（平成 29 年告示）」フレーベル館 
内閣府他「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29 年告示）」フレーベル館 

21.成績評価 

①授業のまとめシート〈10%〉（webclass) 
当日の学びのポイントを定められた期間内に 150 字程度でまとめるとともに、感想や質問を
記入する。「まとめ」は指定された字数のおおむね 8 割である 120 字以上書かれているこ
と、書かれている内容が重複していないこと、授業の内容と整合性があることなどを求めま
す。「感想及び質問」は評価の対象としません。授業内容に関わる質問には必ずお答えしま
す。 
②最終試験〈40％〉 （webclass）乳児保育で学んだことをもとに、示されたテーマにつ
いて定められた期間内に提出する。 

22.コメント 
保育の現場では基本的な人間性が求められます。乳児保育に携わる人としてふさわしい態度
で授業に参加してください。授業中に行うグループワークにおいては、協調性や共に学びあ
う姿勢を大切にしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 

・オリエンテーション 
・0 歳から 2 歳児対象の手作りおもちゃの製作につい
ての説明を行う。 
・産育儀礼のレポートについて説明を行う。 
・乳児保育とは 
 

予習：教科書第 1 章を通読する。 
復習：教科書第 14 章を通読するとともに、
他の参考書等でどのようなおもちゃがあるの
かについて調べ、制作に向けての計画を⽴て
実戦を始める。 

第 2 回目 
・乳児を保育する〜新人保育者のビデオを通して〜 
・ディスカッション 
新人保育者のビデオを視聴し、乳児の保育についてい

予習：教科書第 2 章を通読する。 
復習：教科書第 2 章を再読し、3 歳未満児の
保育をするにあたっての保育者の資質につい



まの自らのレベルから考えていく。自分自身のいまを
振り返り、グループディスカッションを通してどのよ
うな保育者になりたいかを具体的に明文化し、意識す
る。 
 

て自分自身と照らし合わせ、望ましい保育者
の在り方を webclass（今回のまとめシー
ト）で提出。 
 

第 3 回目 

・ディスカッション 
乳児の育ち①胎児期〜いのちの発⽣について考える〜 
胎児の様子を記録したビデオを視聴し、⽣命の発⽣と
畏敬についてディスカッションを通して考える 
 

予習：第 1 回で配布する産育儀礼のレポー
トを完成し、授業中に提出（自らの成⻑過程
で、どのような産育儀礼を経験したか、家族
等から話を聞いてまとめる。同時に特に就学
前の自らの様子と子育ての話を身近なものと
して聞く機会をもつ）。 
復習： 

第 4 回目 

乳児の育ち②運動・身体発達 
おおむね 2 歳までの運動・身体発達について、視聴
覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておく。 
復習：授業中に学んだ運動発達について、月
年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 5 回目 

乳児の育ち③認知・社会性の発達 
おおむね 2 歳までの認知・社会性の発達について、
視聴覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておくこと。 
復習：授業中に学んだ認知・社会性の発達に
ついて、月年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 6 回目 

保育の中で行われる行事について 
提出した産育儀礼のレポートを資料として、それぞれ
の産育儀礼の意味やあり方を知り、保育の中で行われ
る行事について理解を深め、保護者や子どもへ説明で
きるようにする。 
 

予習：保育の中で行われる行事について調べ
る。 
復習：授業の中で示された行事について、レ
ポートで説明する（webclass）。 

第 7 回目 

・グループワーク・ディスカッション 
手作りおもちゃの紹介 
各自が製作した手作りおもちゃをレポートに基づいて
年齢に適したものであるか、製作上の工夫などについ
て紹介し合う。 
乳児にとってふさわしいおもちゃについてディスカッ
ションを行う。 
 

予習：第 1 回目の時に説明をした 0〜2 歳児
を対象とした手作りおもちゃを完成させ提出
する。1 回目時に配布した手作りおもちゃの
レポートを添付すること。 
復習：手づくりおもちゃレポートの再提出
（webclass）。 

第 8 回目 

乳児保育の実際①6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 9 回目 

乳児保育の実際②6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 10 回目 
乳児保育の実際③1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳 3 ヶ月までの保育

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 



の様子を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保
育の実際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い
方等について理解する 
 

第 11 回目 
 

乳児保育の実際④1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳までの保育の様子
を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実
際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い方等に
ついて理解する 
 

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 12 回目 

乳児保育の実際⑤2 歳児 
ビデオ等を視聴し、2 歳児の保育の様子を見ながら、
具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際について理
解する 
 

予習：教科書第 6 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 13 回目 

・手作りおもちゃでの遊びを通して 
自らが製作したおもちゃを子どもが使って遊んでいる
様子をビデオで視聴するとともに、子どもが遊んだあ
とのおもちゃがどのように変化しているかを調べる。 
・ディスカッション 
子どもの発達段階に合わせた玩具として適切なものを
つくるためには何が必要かを考えて、提案する。 
 

予習：教科書第 16 章を通読しておくこと。 
復習：自らのおもちゃの改良点についてのレ
ポートを提出（webclass）。 

第 14 回目 

・ディスカッション 
作成した乳児の指導計画を元に、月年齢別にディスカ
ッションを通して考察する。 
発達を踏まえて、指導計画のリライトを行うための考
察を行う。 
 

予習：手作りおもちゃを使った遊びの指導計
画を⽴て。（指導計画は手作りおもちゃの提
出時に配布・説明）。 
復習：指導計画のリライト。 

第 15 回目 

・ディスカッション 
リライトした指導計画のプレゼンテーション。 
指導計画と保育者の意図、使用する玩具（手づくりお
もちゃ）、保育の計画上のねらい・目的と実践につい
てディスカッションを行う。 
・まとめ 

予習：指導計画⽴案にあたってのねらい・目
的に基づいた実践上の保育者の意図について
考えておく。 
復習：最終試験（webclass）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED212-
A03 

2.科目名 乳児保育Ⅰ (2018 年度⽣以前) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 土谷⻑子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】日本の乳児保育について理解を深め、乳児保育の実践家としての基礎的事項を身に
つける。 
【概要】乳児保育の歴史的変遷と理念および役割を踏まえた上で、乳児の育ちについて学ぶ
とともに、保育所・乳児院における乳児保育の現状を理解する。それらを踏まえ、3 歳未満
児の発達に即した乳児保育の実践計画が⽴案できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(2) 社会的貢献性と（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
3 歳未満児保育についての知識・技能の基礎を身に付けることをめざします。 
①3 歳までの発達の様子を説明することができる。 
②乳児の発達に応じた⽣活や遊びの実践を具体的に説明することができる。 
③乳児保育の専門性について説明することができる。 
④日本における保護者支援について説明することができる。 

19.教科書・教材 高内正子他編著  「健やかな育ちを支える乳児保育Ⅰ・Ⅱ」   建帛社 

20.参考文献 
厚⽣労働省「保育所保育指針（平成 29 年告示）」フレーベル館 
内閣府他「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29 年告示）」フレーベル館 

21.成績評価 

①授業のまとめシート〈10%〉（webclass) 
当日の学びのポイントを定められた期間内に 150 字程度でまとめるとともに、感想や質問を
記入する。「まとめ」は指定された字数のおおむね 8 割である 120 字以上書かれているこ
と、書かれている内容が重複していないこと、授業の内容と整合性があることなどを求めま
す。「感想及び質問」は評価の対象としません。授業内容に関わる質問には必ずお答えしま
す。 
②最終試験〈40％〉 （webclass）乳児保育で学んだことをもとに、示されたテーマにつ
いて定められた期間内に提出する。 

22.コメント 
保育の現場では基本的な人間性が求められます。乳児保育に携わる人としてふさわしい態度
で授業に参加してください。授業中に行うグループワークにおいては、協調性や共に学びあ
う姿勢を大切にしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 

・オリエンテーション 
・0 歳から 2 歳児対象の手作りおもちゃの製作につい
ての説明を行う。 
・産育儀礼のレポートについて説明を行う。 
・乳児保育とは 
 

予習：教科書第 1 章を通読する。 
復習：教科書第 14 章を通読するとともに、
他の参考書等でどのようなおもちゃがあるの
かについて調べ、制作に向けての計画を⽴て
実戦を始める。 

第 2 回目 
・乳児を保育する〜新人保育者のビデオを通して〜 
・ディスカッション 
新人保育者のビデオを視聴し、乳児の保育についてい

予習：教科書第 2 章を通読する。 
復習：教科書第 2 章を再読し、3 歳未満児の
保育をするにあたっての保育者の資質につい



まの自らのレベルから考えていく。自分自身のいまを
振り返り、グループディスカッションを通してどのよ
うな保育者になりたいかを具体的に明文化し、意識す
る。 
 

て自分自身と照らし合わせ、望ましい保育者
の在り方を webclass（今回のまとめシー
ト）で提出。 
 

第 3 回目 

・ディスカッション 
乳児の育ち①胎児期〜いのちの発⽣について考える〜 
胎児の様子を記録したビデオを視聴し、⽣命の発⽣と
畏敬についてディスカッションを通して考える 
 

予習：第 1 回で配布する産育儀礼のレポー
トを完成し、授業中に提出（自らの成⻑過程
で、どのような産育儀礼を経験したか、家族
等から話を聞いてまとめる。同時に特に就学
前の自らの様子と子育ての話を身近なものと
して聞く機会をもつ）。 
復習： 

第 4 回目 

乳児の育ち②運動・身体発達 
おおむね 2 歳までの運動・身体発達について、視聴
覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておく。 
復習：授業中に学んだ運動発達について、月
年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 5 回目 

乳児の育ち③認知・社会性の発達 
おおむね 2 歳までの認知・社会性の発達について、
視聴覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておくこと。 
復習：授業中に学んだ認知・社会性の発達に
ついて、月年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 6 回目 

保育の中で行われる行事について 
提出した産育儀礼のレポートを資料として、それぞれ
の産育儀礼の意味やあり方を知り、保育の中で行われ
る行事について理解を深め、保護者や子どもへ説明で
きるようにする。 
 

予習：保育の中で行われる行事について調べ
る。 
復習：授業の中で示された行事について、レ
ポートで説明する（webclass）。 

第 7 回目 

・グループワーク・ディスカッション 
手作りおもちゃの紹介 
各自が製作した手作りおもちゃをレポートに基づいて
年齢に適したものであるか、製作上の工夫などについ
て紹介し合う。 
乳児にとってふさわしいおもちゃについてディスカッ
ションを行う。 
 

予習：第 1 回目の時に説明をした 0〜2 歳児
を対象とした手作りおもちゃを完成させ提出
する。1 回目時に配布した手作りおもちゃの
レポートを添付すること。 
復習：手づくりおもちゃレポートの再提出
（webclass）。 

第 8 回目 

乳児保育の実際①6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 9 回目 

乳児保育の実際②6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 10 回目 
乳児保育の実際③1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳 3 ヶ月までの保育

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 



の様子を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保
育の実際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い
方等について理解する 
 

第 11 回目 
 

乳児保育の実際④1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳までの保育の様子
を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実
際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い方等に
ついて理解する 
 

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 12 回目 

乳児保育の実際⑤2 歳児 
ビデオ等を視聴し、2 歳児の保育の様子を見ながら、
具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際について理
解する 
 

予習：教科書第 6 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 13 回目 

・手作りおもちゃでの遊びを通して 
自らが製作したおもちゃを子どもが使って遊んでいる
様子をビデオで視聴するとともに、子どもが遊んだあ
とのおもちゃがどのように変化しているかを調べる。 
・ディスカッション 
子どもの発達段階に合わせた玩具として適切なものを
つくるためには何が必要かを考えて、提案する。 
 

予習：教科書第 16 章を通読しておくこと。 
復習：自らのおもちゃの改良点についてのレ
ポートを提出（webclass）。 

第 14 回目 

・ディスカッション 
作成した乳児の指導計画を元に、月年齢別にディスカ
ッションを通して考察する。 
発達を踏まえて、指導計画のリライトを行うための考
察を行う。 
 

予習：手作りおもちゃを使った遊びの指導計
画を⽴て。（指導計画は手作りおもちゃの提
出時に配布・説明）。 
復習：指導計画のリライト。 

第 15 回目 

・ディスカッション 
リライトした指導計画のプレゼンテーション。 
指導計画と保育者の意図、使用する玩具（手づくりお
もちゃ）、保育の計画上のねらい・目的と実践につい
てディスカッションを行う。 
・まとめ 

予習：指導計画⽴案にあたってのねらい・目
的に基づいた実践上の保育者の意図について
考えておく。 
復習：最終試験（webclass）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED212-
A04 

2.科目名 乳児保育Ⅰ (2018 年度⽣以前) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 土谷⻑子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】日本の乳児保育について理解を深め、乳児保育の実践家としての基礎的事項を身に
つける。 
【概要】乳児保育の歴史的変遷と理念および役割を踏まえた上で、乳児の育ちについて学ぶ
とともに、保育所・乳児院における乳児保育の現状を理解する。それらを踏まえ、3 歳未満
児の発達に即した乳児保育の実践計画が⽴案できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(2) 社会的貢献性と（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
3 歳未満児保育についての知識・技能の基礎を身に付けることをめざします。 
①3 歳までの発達の様子を説明することができる。 
②乳児の発達に応じた⽣活や遊びの実践を具体的に説明することができる。 
③乳児保育の専門性について説明することができる。 
④日本における保護者支援について説明することができる。 

19.教科書・教材 高内正子他編著  「健やかな育ちを支える乳児保育Ⅰ・Ⅱ」   建帛社 

20.参考文献 
厚⽣労働省「保育所保育指針（平成 29 年告示）」フレーベル館 
内閣府他「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29 年告示）」フレーベル館 

21.成績評価 

①授業のまとめシート〈10%〉（webclass) 
当日の学びのポイントを定められた期間内に 150 字程度でまとめるとともに、感想や質問を
記入する。「まとめ」は指定された字数のおおむね 8 割である 120 字以上書かれているこ
と、書かれている内容が重複していないこと、授業の内容と整合性があることなどを求めま
す。「感想及び質問」は評価の対象としません。授業内容に関わる質問には必ずお答えしま
す。 
②最終試験〈40％〉 （webclass）乳児保育で学んだことをもとに、示されたテーマにつ
いて定められた期間内に提出する。 

22.コメント 
保育の現場では基本的な人間性が求められます。乳児保育に携わる人としてふさわしい態度
で授業に参加してください。授業中に行うグループワークにおいては、協調性や共に学びあ
う姿勢を大切にしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 

・オリエンテーション 
・0 歳から 2 歳児対象の手作りおもちゃの製作につい
ての説明を行う。 
・産育儀礼のレポートについて説明を行う。 
・乳児保育とは 
 

予習：教科書第 1 章を通読する。 
復習：教科書第 14 章を通読するとともに、
他の参考書等でどのようなおもちゃがあるの
かについて調べ、制作に向けての計画を⽴て
実戦を始める。 

第 2 回目 
・乳児を保育する〜新人保育者のビデオを通して〜 
・ディスカッション 
新人保育者のビデオを視聴し、乳児の保育についてい

予習：教科書第 2 章を通読する。 
復習：教科書第 2 章を再読し、3 歳未満児の
保育をするにあたっての保育者の資質につい



まの自らのレベルから考えていく。自分自身のいまを
振り返り、グループディスカッションを通してどのよ
うな保育者になりたいかを具体的に明文化し、意識す
る。 
 

て自分自身と照らし合わせ、望ましい保育者
の在り方を webclass（今回のまとめシー
ト）で提出。 
 

第 3 回目 

・ディスカッション 
乳児の育ち①胎児期〜いのちの発⽣について考える〜 
胎児の様子を記録したビデオを視聴し、⽣命の発⽣と
畏敬についてディスカッションを通して考える 
 

予習：第 1 回で配布する産育儀礼のレポー
トを完成し、授業中に提出（自らの成⻑過程
で、どのような産育儀礼を経験したか、家族
等から話を聞いてまとめる。同時に特に就学
前の自らの様子と子育ての話を身近なものと
して聞く機会をもつ）。 
復習： 

第 4 回目 

乳児の育ち②運動・身体発達 
おおむね 2 歳までの運動・身体発達について、視聴
覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておく。 
復習：授業中に学んだ運動発達について、月
年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 5 回目 

乳児の育ち③認知・社会性の発達 
おおむね 2 歳までの認知・社会性の発達について、
視聴覚教材を視聴し、発達経過を確認する。 
 

予習：教科書 pp.36-40 pp.48-54 pp.58-64 
を通読しておくこと。 
復習：授業中に学んだ認知・社会性の発達に
ついて、月年齢毎に表にまとめて提出する
（webclass）。 

第 6 回目 

保育の中で行われる行事について 
提出した産育儀礼のレポートを資料として、それぞれ
の産育儀礼の意味やあり方を知り、保育の中で行われ
る行事について理解を深め、保護者や子どもへ説明で
きるようにする。 
 

予習：保育の中で行われる行事について調べ
る。 
復習：授業の中で示された行事について、レ
ポートで説明する（webclass）。 

第 7 回目 

・グループワーク・ディスカッション 
手作りおもちゃの紹介 
各自が製作した手作りおもちゃをレポートに基づいて
年齢に適したものであるか、製作上の工夫などについ
て紹介し合う。 
乳児にとってふさわしいおもちゃについてディスカッ
ションを行う。 
 

予習：第 1 回目の時に説明をした 0〜2 歳児
を対象とした手作りおもちゃを完成させ提出
する。1 回目時に配布した手作りおもちゃの
レポートを添付すること。 
復習：手づくりおもちゃレポートの再提出
（webclass）。 

第 8 回目 

乳児保育の実際①6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 9 回目 

乳児保育の実際②6 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月までの保育の様子を見なが
ら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際や哺乳
瓶やおむつ等について理解する。 
 

予習：教科書第 4 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 10 回目 
乳児保育の実際③1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳 3 ヶ月までの保育

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 



の様子を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保
育の実際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い
方等について理解する 
 

第 11 回目 
 

乳児保育の実際④1 歳 3 ヶ月まで 
ビデオ等を視聴し、6 ヶ月から 1 歳までの保育の様子
を見ながら、具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実
際や離乳食や発達に適した玩具のあり方や用い方等に
ついて理解する 
 

予習：教科書第 5 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 12 回目 

乳児保育の実際⑤2 歳児 
ビデオ等を視聴し、2 歳児の保育の様子を見ながら、
具体的に乳児の特性を踏まえた保育の実際について理
解する 
 

予習：教科書第 6 章を通読しておくこと。 
復習：webclass での確認テスト。 

第 13 回目 

・手作りおもちゃでの遊びを通して 
自らが製作したおもちゃを子どもが使って遊んでいる
様子をビデオで視聴するとともに、子どもが遊んだあ
とのおもちゃがどのように変化しているかを調べる。 
・ディスカッション 
子どもの発達段階に合わせた玩具として適切なものを
つくるためには何が必要かを考えて、提案する。 
 

予習：教科書第 16 章を通読しておくこと。 
復習：自らのおもちゃの改良点についてのレ
ポートを提出（webclass）。 

第 14 回目 

・ディスカッション 
作成した乳児の指導計画を元に、月年齢別にディスカ
ッションを通して考察する。 
発達を踏まえて、指導計画のリライトを行うための考
察を行う。 
 

予習：手作りおもちゃを使った遊びの指導計
画を⽴て。（指導計画は手作りおもちゃの提
出時に配布・説明）。 
復習：指導計画のリライト。 

第 15 回目 

・ディスカッション 
リライトした指導計画のプレゼンテーション。 
指導計画と保育者の意図、使用する玩具（手づくりお
もちゃ）、保育の計画上のねらい・目的と実践につい
てディスカッションを行う。 
・まとめ 

予習：指導計画⽴案にあたってのねらい・目
的に基づいた実践上の保育者の意図について
考えておく。 
復習：最終試験（webclass）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED214-
A01 

2.科目名 
障害児保育Ⅰ (教育･保育Ａ)(教育専修)(福
祉･保育) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 菅澤順子 

5.授業科目の区分 

実務経験 「子どもの
発達、そのつまずきな
どの理解」「実践の場で
の時間」などの分野に
おいて実務経験があ
り、本校において 10
年余の講義の体験のあ
る教員による授目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

この科目をなぜ今なのか 
子どもが育つ、⽣きるうえで大変難しい時代になっている。おとなの子育ての力が弱くなっ
てきている現代において、育ちについておとなの寄り添いについて、子どもの力を引き出す
にはなどを考えていく 
概要 進め方 
毎回テーマを設定する それに基づき講師の話を聞く 理解を広げるために映像も活用  
自身の理解、他者の思いなど考えの広がりを意識する 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

何が身につくか 
  ① 子どもの日々の姿 発達 
  ② ⽣きる、そのことばの広がり 
  ③ 発達⇔障害 
  ④ 子どもにとっての絵本 
  ⑤ 子どもを育てる 発達を支える遊び 
    視覚聴覚などさまざまな障害を支援する遊びなどの工夫 
 

19.教科書・教材 
 子どもに寄り添うまなざし春夏秋冬 ―学びの芽ばえを育む幼児教育 
   （東京シューレ出版） 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

 成績 ・毎回の講義他のミニレポート   50％ 
    ・講義をとおしての応答      30％ 
    ・学びのなかでテーマを決めて自身が「伝える」テーマをまとめる 20％ 
 

22.コメント 
公⽴保育園、私⽴幼稚園勤務を経て 2019 年より関⻄国際大学関係園着任 
現在認定こども園難波愛の園幼稚園園⻑ 関⻄保育福祉専門学校にて保育者論担当 
 

23.オフィスアワー 月曜日 12 時半くらいより 3 限の始まりまで、また 4 限終了後 3F 非常勤講師室に在室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
1． 子ども、家庭、園にとってのコロナ禍。子
どもたちの体験，大人の葛藤などについて 

 



それぞれの時間を振り返る 子どもが過ごした時間が
この先子どもにもたらすものを考える 
 

 
2． 先輩のレポートから「障害児保育」とはを
知る また子ども、保育、障害、領域などを知る 

 

 
3． いろなん人がいる 多様性について話し合
う 映像「アイタイ」鑑賞  

 
4． E・H・エリクソン「心理社会的発達理
論」、８つの段階でクリアすべき課題とその障害につ
いて学ぶ 

 

 5． ヒトの誕⽣についてその過程を知る①  
 6．誕⽣⇒絵本から そして映像から広げる  

 7．胎児期の時間 そして発達のつまずきについて見
る 

 

 8．発達障害とは何か  

 
9.「好き」を心の支えにしてみることから子どもの
日々を応援する  

 10．一人ひとりの違っている その違いを子どもの
自身にする 映像「パパとぼくのスペシャル」 

 

 11． 人とともに⽣きるということを考える  
 12．ことばの発達の過程の整理  

 
13．ことば その表現 手話や点字などことばの広
さについて 

 

 
14．障害児とは 障害児保育とはなどを 先輩の学
びとすりあわせてみると  

 15．まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED214-
A02 

2.科目名 障害児保育Ⅰ (教育･保育Ｂ) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 菅澤順子 

5.授業科目の区分 

実務経験 「子どもの
発達、そのつまずきな
どの理解」「実践の場で
の時間」などの分野に
おいて実務経験があ
り、本校において 10
年余の講義の体験のあ
る教員による授目 

6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

目的  この科目をなぜ今なのか 
子どもが育つ、⽣きるうえで大変難しい時代になっている。おとなの子育ての力が弱くなっ
てきている現代において、育ちについておとなの寄り添いについて、子どもの力を引き出す
にはなどを考えていく 
概要 進め方 
毎回テーマを設定する それに基づき講師の話を聞く 理解を広げるために映像も活用  
自身の理解、他者の思いなど考えの広がりを意識する 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

何が身につくか 
  ① 子どもの日々の姿 発達 
  ② ⽣きる、そのことばの広がり 
  ③ 発達⇔障害 
  ④ 子どもにとっての絵本 
  ⑤ 子どもを育てる 発達を支える遊び 
    視覚聴覚などさまざまな障害を支援する遊びなどの工夫 
 

19.教科書・教材 
子どもに寄り添うまなざし春夏秋冬 ―学びの芽ばえを育む幼児教育 
   （東京シューレ出版） 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

成績 ・毎回の講義他のミニレポート   50％ 
   ・講義をとおしての応答      30％ 
   ・学びのなかでテーマを決めて自身が「伝える」テーマをまとめる 20％ 
 

22.コメント 
公⽴保育園、私⽴幼稚園勤務を経て 2019 年より関⻄国際大学関係園着任 
現在認定こども園難波愛の園幼稚園園⻑ 関⻄保育福祉専門学校にて保育者論担当 
 

23.オフィスアワー 月曜日 12 時半くらいより 3 限の始まりまで、また 4 限終了後 3F 非常勤講師室に在室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
1． 子ども、家庭、園にとってのコロナ禍。子
どもたちの体験，大人の葛藤などについて 

 



それぞれの時間を振り返る 子どもが過ごした時間が
この先子どもにもたらすものを考える 
 

 
2． 先輩のレポートから「障害児保育」とはを
知る また子ども、保育、障害、領域などを知る 

 

 
3． いろなん人がいる 多様性について話し合
う 映像「アイタイ」鑑賞  

 
4． E・H・エリクソン「心理社会的発達理
論」、８つの段階でクリアすべき課題とその障害につ
いて学ぶ 

 

 5． ヒトの誕⽣についてその過程を知る①  
 6．誕⽣⇒絵本から そして映像から広げる  

 7． 胎児期の時間 そして発達のつまずきにつ
いて見る 

 

 8． 発達障害とは何か  

 
9． 「好き」を心の支えにしてみることから子
どもの日々を応援する  

 10．一人ひとりの違っている その違いを子どもの
自身にする 映像「パパとぼくのスペシャル」 

 

 11． 人とともに⽣きるということを考える  
 12．ことばの発達の過程の整理  

 
13．ことば その表現 手話や点字などことばの広
さについて 

 

 
14．障害児とは 障害児保育とはなどを 先輩の学
びとすりあわせてみると  

 15．まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A01 

2.科目名 保育実習Ⅰ事前事後指導① (保育所実習) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

１ 保育実習の意義・目的を理解する。 
２ 実習の内容を理解し、自らの実習の課題を明確にする。 
３ 実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等
について理解する。 
４ 実習の計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解する。 
５ 実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の学習に向けた課題や目
標を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）（５）の学修に関連している。 
１保育所実習の意義を知る 
 ・実習の目的 
 ・実習の概要  
２ 実習の内容と課題の明確化 
３ 実習に際しての留意事項 
 ・子どもの人権と最善の利益の考慮 
 ・プライバシーの保護と守秘義務 
 ・実習⽣としての心構え 
４ 保育所実習の指導計画と実習記録の書き方を学ぶ 
５ 事後指導における実習の総括と課題の明確化 
※これからの社会で求められる人材を育成していくため、本授業では、ICT を活用した保育
の展開方法の検討や、DX 教材の 360 度カメラを用いた、振り返りを実施します。 

19.教科書・教材 
名須川 知子 監修・大方 美⾹ 監修・⻲山 秀郎 編著（2018）『保育所・幼稚園・幼保連
携型認定こども園実習』ミネルヴァ書房 

20.参考文献 関⻄国際大学の保育所実習ハンドブック（配布する） 

21.成績評価 

・ワークシート・絵本、手遊びのリスト作成   25 点（学習目標 ①に対応） 
・保育記録作成                20 点（学習目標 ②に対応） 
・保育指導案作成               15 点（学習目標④に対応） 
・ゲストティーチャーの感想          ５点（学習目標②③に対応） 
・先輩の話を聞いての感想           ５点（学習目標②③に対応） 
・実習課題（目標）              10 点（学習目標②③に対応） 
・実習報告書                 10 点（学習目 

22.コメント 

この科目は、事前指導 12 回、事後指導 3 回の計 15 回です。 
実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 
そのためにも、休んだり、遅刻しないということは大原則です。 
提出物はウエブクラスに期日を守って提出すること。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日の昼休み（下里） 
⽕曜日お昼休み（椋田） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 
4 月 13 日 

・授業のオリエンテーション 
・保育実習Ⅰの意義・目的 
・グループワーク（実習のルールを決める。） 
・ワークシート① 
Webclass にてワークシート①を次週までに提出す
る。 

〇ワークシート①作成、19 日までに提出 

２回目 
 

・絵本リスト・手遊びリスト作成 
・6 月 30 日までに提出する。 
 

〇絵本・手遊びリスト作成 
 6 月 30 日までに提出 

3 回目 
 

・実習記録の書き方について① 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録①作成、5 月 10 日までに提出 

4 回目 

・実習記録の書き方について② 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録②作成、17 日までに提出 

5 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成①、24 日までに提出 

6 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成②、5 月 31 日までに提出 

7 回目 
 

・ゲストティーチャーの話を聞く 
※変更があるかもしれません。 〇模擬保育準備 

8 回目 ・3 年⽣の実習の話を聞く。質問する。 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育の準備 

9 回目 
 

・保育所実習の関係書類作成 
・ハンドブックの説明 
 個人票の作成 
 誓約書の作成（印鑑持参のこと） 
・学修支援室からのお知らせ（書類、検便等） 
※変更があるかもしれません。 

〇個人票清書、写真用意 

10 回目 ・模擬保育の準備 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育準備 

11 回目 ・ちびっこウエルカム学校探検 
※変更があるかもしれません。 

〇感想を次週までにウエブクラスに提出 

12 回目 
6 月 27 日 
 

・実習直前指導 
 実習園のオリエンテーションについて 
  各自実習中の巡回指導の先⽣への依頼 
・実習後のお礼状の書き方について 
※変更があるかもしれません。 

〇実習に向けて授業の振り返り 

13 回目・14
回目・15 回

・実習後の振り返りと自己評価 
 報告書作成 

〇実習報告書作成、提出 



目は、 
秋学期実施 
日時、教室
は掲示板で
知らせる 

 面談 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

14 回目 

・実習後の振り返り 
 面談 
 報告書作成 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習振り返り、4 コマ漫画作成、提出 

15 回目 

・保育所実習の総括 
・今後の実習について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇保育所実習記録整理、提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A02 

2.科目名 
保育実習Ⅰ事前事後指導① (保育所実習〕(福
祉･保育コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

１ 保育実習の意義・目的を理解する。 
２ 実習の内容を理解し、自らの実習の課題を明確にする。 
３ 実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等
について理解する。 
４ 実習の計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解する。 
５ 実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の学習に向けた課題や目
標を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）（５）の学修に関連している。 
１保育所実習の意義を知る 
 ・実習の目的 
 ・実習の概要  
２ 実習の内容と課題の明確化 
３ 実習に際しての留意事項 
 ・子どもの人権と最善の利益の考慮 
 ・プライバシーの保護と守秘義務 
 ・実習⽣としての心構え 
４ 保育所実習の指導計画と実習記録の書き方を学ぶ 
５ 事後指導における実習の総括と課題の明確化 
※これからの社会で求められる人材を育成していくため、本授業では、ICT を活用した保育
の展開方法の検討や、DX 教材の 360 度カメラを用いた、振り返りを実施します。 

19.教科書・教材 
名須川 知子 監修・大方 美⾹ 監修・⻲山 秀郎 編著（2018）『保育所・幼稚園・幼保連
携型認定こども園実習』ミネルヴァ書房 

20.参考文献 関⻄国際大学の保育所実習ハンドブック（配布する） 

21.成績評価 

・ワークシート・絵本、手遊びのリスト作成   25 点（学習目標 ①に対応） 
・保育記録作成                20 点（学習目標 ②に対応） 
・保育指導案作成               15 点（学習目標④に対応） 
・ゲストティーチャーの感想          ５点（学習目標②③に対応） 
・先輩の話を聞いての感想           ５点（学習目標②③に対応） 
・実習課題（目標）              10 点（学習目標②③に対応） 
・実習報告書                 10 点（学習目 

22.コメント 

この科目は、事前指導 12 回、事後指導 3 回の計 15 回です。 
実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 
そのためにも、休んだり、遅刻しないということは大原則です。 
提出物はウエブクラスに期日を守って提出すること。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日の昼休み（下里） 
⽕曜日お昼休み（椋田） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 
4 月 13 日 

・授業のオリエンテーション 
・保育実習Ⅰの意義・目的 
・グループワーク（実習のルールを決める。） 
・ワークシート① 
Webclass にてワークシート①を次週までに提出す
る。 

〇ワークシート①作成、19 日までに提出 

２回目 
 

・絵本リスト・手遊びリスト作成 
・6 月 30 日までに提出する。 
 

〇絵本・手遊びリスト作成 
 6 月 30 日までに提出 

3 回目 
 

・実習記録の書き方について① 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録①作成、5 月 10 日までに提出 

4 回目 

・実習記録の書き方について② 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習記録②作成、17 日までに提出 

5 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成①、24 日までに提出 

6 回目 
 

・指導案の書き方について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成②、5 月 31 日までに提出 

7 回目 
 

・ゲストティーチャーの話を聞く 
※変更があるかもしれません。 〇模擬保育準備 

8 回目 ・3 年⽣の実習の話を聞く。質問する。 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育の準備 

9 回目 
 

・保育所実習の関係書類作成 
・ハンドブックの説明 
 個人票の作成 
 誓約書の作成（印鑑持参のこと） 
・学修支援室からのお知らせ（書類、検便等） 
※変更があるかもしれません。 

〇個人票清書、写真用意 

10 回目 ・模擬保育の準備 
※変更があるかもしれません。 

〇模擬保育準備 

11 回目 ・ちびっこウエルカム学校探検 
※変更があるかもしれません。 

〇感想を次週までにウエブクラスに提出 

12 回目 
6 月 27 日 
 

・実習直前指導 
 実習園のオリエンテーションについて 
  各自実習中の巡回指導の先⽣への依頼 
・実習後のお礼状の書き方について 
※変更があるかもしれません。 

〇実習に向けて授業の振り返り 

13 回目・14
回目・15 回

・実習後の振り返りと自己評価 
 報告書作成 

〇実習報告書作成、提出 



目は、 
秋学期実施 
日時、教室
は掲示板で
知らせる 

 面談 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

14 回目 

・実習後の振り返り 
 面談 
 報告書作成 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇実習振り返り、4 コマ漫画作成、提出 

15 回目 

・保育所実習の総括 
・今後の実習について 
・事前に PowerPoint や資料を Webclass にて配布す
る。 
※変更があるかもしれません。 

〇保育所実習記録整理、提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A07 

2.科目名 
保育実習Ⅰ事前事後指導② (施設)(教育･保育
コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本恵美子、吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻選択基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

この科目は、保育実習（施設）の意義・目的と内容を理解し、自らの課題を明確いする力を
身につけることを目的とします。 
事前指導では、施設実習に合わせた事前準備を行うとともに、実習課題の整理を行います。 
事後指導では、実習の総括と自己課題を確認し、施設における保育士の役割についての考察
を深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（２）社会的貢献性
（４）問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
事前指導 
①児童福祉施設実習の目的と意義を理解する。 
②児童福祉施設実習の内容を踏まえ、実習での自己課題を明確にする。 
③実習施設における児童・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義
務について理解する。 
④実習施設における支援について適切に記録する方法を理解する。 
事後指導 
⑤実習経験を振り返り、保育士資格取得までに習得すべき知識や技能を理解する。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 保育実習・施設実習ハンドブック（配布します） 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
実習事前指導：70％ 
 ・課題Ⅰ〜Ⅵ （各 10 点） 〔学習目標①、③、④に対応〕 
 ・自己紹介書（10 点）   〔学習目標②に対応〕 
実習事後指導：30％    〔学習目標⑤に対応〕 
 詳細は授業中に示します。 

22.コメント 実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日４限（吉村） 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室）   （松本） 

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

実習全体の注意 
施設実習の概要 〇指定したワークシート 

２回目 
 

施設の特徴と実習の内容① 
 〇指定したワークシート 

３回目 
 

施設の特徴と実習の内容② 〇指定したワークシート 

４回目 施設⻑の講話を聴く 〇指定したワークシート 
５回目 実習先別グループワーク① 〇指定したワークシート 



 
６回目 実習先別グループワーク② 〇指定したワークシート 
７回目 
 個人票の作成 〇指定したワークシート 

８回目 記録の書き方 〇指定したワークシート 
９回目 
 

発達について 〇指定したワークシート 

１０回目 障害のある子どもの遊ばせ方・かかわり方 〇指定したワークシート 
１１回目 
 

実習直前指導 〇指定したワークシート 

１２回目 実習で学んだこと等について発表 〇指定したワークシート 
１３回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１４回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１５回目 実習の総括 〇指定したワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED218-
A08 

2.科目名 
保育実習Ⅰ事前事後指導② (施設)(福祉･保育
コース) 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本恵美子、吉村啓子 

5.授業科目の区分 専攻選択基幹 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

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

17.授業の目的と概要 

この科目は、保育実習（施設）の意義・目的と内容を理解し、自らの課題を明確いする力を
身につけることを目的とします。 
事前指導では、施設実習に合わせた事前準備を行うとともに、実習課題の整理を行います。 
事後指導では、実習の総括と自己課題を確認し、施設における保育士の役割についての考察
を深めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（２）社会的貢献性
（４）問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
事前指導 
①児童福祉施設実習の目的と意義を理解する。 
②児童福祉施設実習の内容を踏まえ、実習での自己課題を明確にする。 
③実習施設における児童・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義
務について理解する。 
④実習施設における支援について適切に記録する方法を理解する。 
事後指導 
⑤実習経験を振り返り、保育士資格取得までに習得すべき知識や技能を理解する。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 保育実習・施設実習ハンドブック（配布します） 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
実習事前指導：70％ 
 ・課題Ⅰ〜Ⅵ （各 10 点） 〔学習目標①、③、④に対応〕 
 ・自己紹介書（10 点）   〔学習目標②に対応〕 
実習事後指導：30％    〔学習目標⑤に対応〕 
 詳細は授業中に示します。 

22.コメント 実習で⼾惑わないようにこの授業でしっかりと事前学習しましょう。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日４限（吉村） 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室）   （松本） 

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

実習全体の注意 
施設実習の概要 〇指定したワークシート 

２回目 
 

施設の特徴と実習の内容① 
 〇指定したワークシート 

３回目 
 

施設の特徴と実習の内容② 〇指定したワークシート 

４回目 施設⻑の講話を聴く 〇指定したワークシート 
５回目 実習先別グループワーク① 〇指定したワークシート 



 
６回目 実習先別グループワーク② 〇指定したワークシート 
７回目 
 個人票の作成 〇指定したワークシート 

８回目 記録の書き方 〇指定したワークシート 
９回目 
 

発達について 〇指定したワークシート 

１０回目 障害のある子どもの遊ばせ方・かかわり方 〇指定したワークシート 
１１回目 
 

実習直前指導 〇指定したワークシート 

１２回目 実習で学んだこと等について発表 〇指定したワークシート 
１３回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１４回目 実習の振り返りと課題の明確化 〇指定したワークシート 
１５回目 実習の総括 〇指定したワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED220-
A01 

2.科目名 保育実習Ⅰ（保育所） (2020･21 年度⽣) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

１．保育所の役割や機能を具体的に理解する。 
２．観察や子どもとの関わりを通して、子どもへの理解を深める。 
３．既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。 
４．保育の計画、観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。 
５、保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）（５）の学修に関連している。 
①大学で学んだ知識と、現場実習の経験を結び付けて、保育者としての実践力を身につける
ための自分の課題を明確にする。 
②現場での子どもとの関わりから子ども理解を深めるとともに、保育所の役割などを知る。 
③現場で、保育者などと、コミュニケーションをとりながら責任ある行動をとり、実習を行
うことができる。 
④実習を振り返り、課題を見つけ、課題解決取り組もうとする。 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学の保育所実習ハンドブック（授業にて配布する） 
・関⻄国際大学の保育記録（実習前に配布） 

20.参考文献 
・保育所保育指針 
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

21.成績評価 

１ 保育所の役割や機能を具体的に理解する。 
 ・.保育の計画、観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。 
 ・実習日誌の記述、整理など                            
（50 点・・・学習目標①②に対応) 
２ ・観察や子どもとの関わりを通して、子どもへの理解を深める。 
  ・既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者との関わりについて総合的に学
ぶ。 
  ・実習園からの評価                                              
  ・ 

22.コメント 

・実習では、保育者の意図が読み取れるように、何事にも主体的、意欲的に取り組んでいき
ましょう。 
・当大学の学びのテーマである「安全・安心」について、実習先で子どもの命を守るために
どのような取り組みをされているかも、学んできましょう。 

23.オフィスアワー 
月曜日昼休み（下里） 
⽕曜日昼休み（椋田） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・主に観察実習（夏学期１０日間 ８０時間以上） 
保育所実習の内容 
  保育所の役割と機能を学ぶ 
 子どもの理解を学ぶ 
 保育内容・保育環境を学ぶ 

・その日の記録や、指導計画の作成（２０時
間） 



 保育の計画・観察・記録を学ぶ 
 専門職としての保育士の役割と職業倫理を学ぶ 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED220-
A02 

2.科目名 保育実習Ⅰ（保育所） (2019 年度⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

１．保育所の役割や機能を具体的に理解する。 
２．観察や子どもとの関わりを通して、子どもへの理解を深める。 
３．既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。 
４．保育の計画、観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。 
５、保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）（５）の学修に関連している。 
①大学で学んだ知識と、現場実習の経験を結び付けて、保育者としての実践力を身につける
ための自分の課題を明確にする。 
②現場での子どもとの関わりから子ども理解を深めるとともに、保育所の役割などを知る。 
③現場で、保育者などと、コミュニケーションをとりながら責任ある行動をとり、実習を行
うことができる。 
④実習を振り返り、課題を見つけ、課題解決取り組もうとする。 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学の保育所実習ハンドブック（授業にて配布する） 
・関⻄国際大学の保育記録（実習前に配布） 

20.参考文献 
・保育所保育指針 
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

21.成績評価 

１ 保育所の役割や機能を具体的に理解する。 
 ・.保育の計画、観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。 
 ・実習日誌の記述、整理など                            
（50 点・・・学習目標①②に対応) 
２ ・観察や子どもとの関わりを通して、子どもへの理解を深める。 
  ・既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者との関わりについて総合的に学
ぶ。 
  ・実習園からの評価                                              
  ・ 

22.コメント 

・実習では、保育者の意図が読み取れるように、何事にも主体的、意欲的に取り組んでいき
ましょう。 
・当大学の学びのテーマである「安全・安心」について、実習先で子どもの命を守るために
どのような取り組みをされているかも、学んできましょう。 

23.オフィスアワー 
月曜日昼休み（下里） 
⽕曜日昼休み（椋田） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・主に観察実習（夏学期１０日間 ８０時間以上） 
保育所実習の内容 
  保育所の役割と機能を学ぶ 
 子どもの理解を学ぶ 
 保育内容・保育環境を学ぶ 

・その日の記録や、指導計画の作成（２０時
間） 



 保育の計画・観察・記録を学ぶ 
 専門職としての保育士の役割と職業倫理を学ぶ 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED220-
A03 

2.科目名 保育実習Ⅰ（保育所） (福祉･保育コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

１．保育所の役割や機能を具体的に理解する。 
２．観察や子どもとの関わりを通して、子どもへの理解を深める。 
３．既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。 
４．保育の計画、観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。 
５、保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）（５）の学修に関連している。 
①大学で学んだ知識と、現場実習の経験を結び付けて、保育者としての実践力を身につける
ための自分の課題を明確にする。 
②現場での子どもとの関わりから子ども理解を深めるとともに、保育所の役割などを知る。 
③現場で、保育者などと、コミュニケーションをとりながら責任ある行動をとり、実習を行
うことができる。 
④実習を振り返り、課題を見つけ、課題解決取り組もうとする。 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学の保育所実習ハンドブック（授業にて配布する） 
・関⻄国際大学の保育記録（実習前に配布） 

20.参考文献 
・保育所保育指針 
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

21.成績評価 

１ 保育所の役割や機能を具体的に理解する。 
 ・.保育の計画、観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。 
 ・実習日誌の記述、整理など                            
（50 点・・・学習目標①②に対応) 
２ ・観察や子どもとの関わりを通して、子どもへの理解を深める。 
  ・既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者との関わりについて総合的に学
ぶ。 
  ・実習園からの評価                                              
  ・ 

22.コメント 

・実習では、保育者の意図が読み取れるように、何事にも主体的、意欲的に取り組んでいき
ましょう。 
・当大学の学びのテーマである「安全・安心」について、実習先で子どもの命を守るために
どのような取り組みをされているかも、学んできましょう。 

23.オフィスアワー 
月曜日昼休み（下里） 
⽕曜日昼休み（椋田） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・主に観察実習（夏学期１０日間 ８０時間以上） 
保育所実習の内容 
  保育所の役割と機能を学ぶ 
 子どもの理解を学ぶ 
 保育内容・保育環境を学ぶ 

・その日の記録や、指導計画の作成（２０時
間） 



 保育の計画・観察・記録を学ぶ 
 専門職としての保育士の役割と職業倫理を学ぶ 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED221-
A02 

2.科目名 保育実習Ⅰ（施設） (2019 年度⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子、吉村啓子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科 
 9.履修学年 ２年〜 

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

17.授業の目的と概要 
この科目は、実習をとおして保育士の具体的な仕事の内容を理解し、利用者への対応技術を
習得する事を目的とします。 
具体的には、10 日間 80 時間の児童福祉施設などの実習を体験します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（２）社会的貢献性
（３）多様性理解（４）問題発見・解決力（５）コミュニケーションスキル（６）専門的知
識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①教室内で学習した知識を実習場面で活かすことができる。 
②いろいろな利用者とコミュニケーションを取ることにより、課題を発見し、その解決法を
見出すことができる。 
③職員集団の中でコミュニケーションを取り、協働しながら行動することができる。 
④実習を振り返り、課題を見つけ、定められた形式でまとめることができるようになる。 
⑤仕事としての責任感を身につけることができる。 

19.教科書・教材 ・保育実習・施設実習ハンドブック（授業にて配布する） 

20.参考文献 保育所保育指針 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・実習園からの評価            ５０点 〔学習目標①〜⑤に対応〕 
・実習状況（遅刻の有無、提出物など） ２０点 〔学習目標⑤に対応〕 
・実習日誌                   ３０点 〔学習目標②、④に対応〕 

22.コメント 
・実習では、保育者の意図をしっかりと読み取れるように努力してください。何事にも主体
的、意欲的に取り組んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室）   （松本） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・主に観察実習（夏学期１０日間 ８０時間以上） 
＜児童福祉施設等(保育所以外）における実習＞ 
 施設の役割と機能を学ぶ 
 子どもの理解をする 
 施設における子どもの⽣活と環境を学ぶ 
 計画と記録を学ぶ 
 専門職としての保育士の役割と倫理を学ぶ 
  
 

・その日の記録や、指導計画の作成（２０時
間） 

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED221-
A04 

2.科目名 保育実習Ⅰ（施設） (福祉･保育コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子、吉村啓子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科 
 9.履修学年 ２年〜 

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

17.授業の目的と概要 
この科目は、実習をとおして保育士の具体的な仕事の内容を理解し、利用者への対応技術を
習得する事を目的とします。 
具体的には、10 日間 80 時間の児童福祉施設などの実習を体験します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（２）社会的貢献性
（３）多様性理解（４）問題発見・解決力（５）コミュニケーションスキル（６）専門的知
識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①教室内で学習した知識を実習場面で活かすことができる。 
②いろいろな利用者とコミュニケーションを取ることにより、課題を発見し、その解決法を
見出すことができる。 
③職員集団の中でコミュニケーションを取り、協働しながら行動することができる。 
④実習を振り返り、課題を見つけ、定められた形式でまとめることができるようになる。 
⑤仕事としての責任感を身につけることができる。 

19.教科書・教材 ・保育実習・施設実習ハンドブック（授業にて配布する） 

20.参考文献 保育所保育指針 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・実習園からの評価            ５０点 〔学習目標①〜⑤に対応〕 
・実習状況（遅刻の有無、提出物など） ２０点 〔学習目標⑤に対応〕 
・実習日誌                   ３０点 〔学習目標②、④に対応〕 

22.コメント 
・実習では、保育者の意図をしっかりと読み取れるように努力してください。何事にも主体
的、意欲的に取り組んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室）   （松本） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・主に観察実習（夏学期１０日間 ８０時間以上） 
＜児童福祉施設等(保育所以外）における実習＞ 
 施設の役割と機能を学ぶ 
 子どもの理解をする 
 施設における子どもの⽣活と環境を学ぶ 
 計画と記録を学ぶ 
 専門職としての保育士の役割と倫理を学ぶ 
  
 

・その日の記録や、指導計画の作成（２０時
間） 

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED221-
A05 

2.科目名 保育実習Ⅰ（施設） (2020･21 年度⽣) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子、吉村啓子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科 
 9.履修学年 ２年〜 

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

17.授業の目的と概要 
この科目は、実習をとおして保育士の具体的な仕事の内容を理解し、利用者への対応技術を
習得する事を目的とします。 
具体的には、10 日間 80 時間の児童福祉施設などの実習を体験します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（２）社会的貢献性
（３）多様性理解（４）問題発見・解決力（５）コミュニケーションスキル（６）専門的知
識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①教室内で学習した知識を実習場面で活かすことができる。 
②いろいろな利用者とコミュニケーションを取ることにより、課題を発見し、その解決法を
見出すことができる。 
③職員集団の中でコミュニケーションを取り、協働しながら行動することができる。 
④実習を振り返り、課題を見つけ、定められた形式でまとめることができるようになる。 
⑤仕事としての責任感を身につけることができる。 

19.教科書・教材 ・保育実習・施設実習ハンドブック（授業にて配布する） 

20.参考文献 保育所保育指針 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・実習園からの評価            ５０点 〔学習目標①〜⑤に対応〕 
・実習状況（遅刻の有無、提出物など） ２０点 〔学習目標⑤に対応〕 
・実習日誌                   ３０点 〔学習目標②、④に対応〕 

22.コメント 
・実習では、保育者の意図をしっかりと読み取れるように努力してください。何事にも主体
的、意欲的に取り組んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 
木曜日 昼休み（センタープログラム） 
木曜日 4 限（研究室）   （松本） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・主に観察実習（夏学期１０日間 ８０時間以上） 
＜児童福祉施設等(保育所以外）における実習＞ 
 施設の役割と機能を学ぶ 
 子どもの理解をする 
 施設における子どもの⽣活と環境を学ぶ 
 計画と記録を学ぶ 
 専門職としての保育士の役割と倫理を学ぶ 
  
 

・その日の記録や、指導計画の作成（２０時
間） 

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED303-
A01 

2.科目名 
子どもの保健Ⅰ (教育･保育)(福祉･保育)（4
月 12〜6 月 7） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 細川愛美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義形式 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 人の⽣涯の健康活動において，胎児期から幼児期や学童期，思春期の心身の発育・発達を
⽣理学を中心に理解し，子どもの保健活動の役割の意義を理解する。子どもの心身の健康状
態とその把握の方法について理解し，子どもが成⻑段階で自己実現していくための基礎とし
て養護と教育の意識の向上を目指す。子どもの疾病やその予防法及び他職種間の連携・協働
の下での適切な対応について理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

保育士として子どもの心身の健康増進を図る保健活動を進めるため，日常⽣活の中で子ども
を取り巻く環境としての社会や地域，家庭の在り方について考えることのできる基礎の知識
の習得を目指す。 
 ①専門分野を学んでいる意識を持ち、新しい知識を意欲的に学ぶ。 
 ②子どもの心身の健康の概念と保健の意義について説明できる。 
 ③子どもの疾病の予防及適切な対応を理解し，⺟子保健対策を考える。 
 ④子どもの身体的発育・発達と保健について関連を説明できる。 
 ⑤疾患のある子どもの保護者理解を深め，支援の方法を考える。 
 ⑥保健・健康に関心を持ち，自ら調べ探求する意欲を高める。 
 ⑦現代社会における子どもの健康に関する現状と課題を知り，地域における保健活動を考
える。 
 ⑧将来の就職に向けて，グループ討議，発表等を通じて必要な準備、行動化ができるよう
にする。 
                                      
 

19.教科書・教材 
 ・子どもの保健 中根淳子/佐藤直子 編著  ななみ書房 (春・秋学期使用） 
☆授業中に印刷した資料を配付します。WebClass にて資料等配付することもあります。 

20.参考文献 

・保育を学ぶ人のための子どもの保健  堀浩樹・梶美保編著  建帛社 
・おかあさんに伝えたい「子どもの病気・ホームケアガイド」 
                         日本外来小児科学研究会編著 医⻭
薬出版 
・幼児と健康 日常⽣活・運動発達・こころとからだの基礎知識  小野次朗・榊原洋一編
著 
                                    ジアース教
育新社 

21.成績評価 

１．課題レポート・授業中の課題レポート  ４０％ 
２．授業中の小テスト           ４０％ 
３．授業内確認プリント・振り返りシート等 ２０％ 
         
       
 



22.コメント 

専門職として、子どもに関わるうえで基礎基本となる講義です。知的好奇心をもって参加し
てください。命の大切さ，子どもの周囲の他の人たちとの関係についても考えていきましょ
う。 
自分自身の健康、自己管理についても学びましょう。 
☆１日に２コマの 8 日間（4 月〜6 月）で実施します。できるだけ欠席しないようにしてく
ださい。 
☆質問等などあれば授業後声をかけてください。あるいは e-mail でご連絡ください。 

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

第１回 
４月１２日 

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価の方
法・進め方の確認・受講上の留意点など） 
講義「子どもの心身の健康と保健の意義」教科書 P９ 
〜P13   
行動「子どもの区分を理解し，関連法及び理念から子
どもについて考える」          
 

準備：教科書持参 
授業内課題レポート提出 
 

第２回 
4 月１２日 

講義「現代社会における子どもの健康に関する現状と
課題」 
活動「年齢別死因順位から保育所等で保育をするとき
どんな知識が必要かを考える」教科書 P13〜P15 

準備：教科書持参 
授業内課題レポート提出 
（WebClass にて確認） 
 

第３回 
4 月１９日 

講義「地域における保健活動と子ども虐待防止」 
活動「児童虐待の具体的な対応を調べる」教科書
P14〜P17 
 

準備：教科書持参 
（WebClass にて確認） 
児童虐待のレポート提出 

第４回 
４月１９日 

講義「子どもの身体的発育・発達と保健」教科書Ｐ
19〜P21 

準備：教科書持参 
（WebClass にて確認） 
 

第５回 
４月２６日 

講義「乳幼児の発育曲線，運動機能の発達」教科書
P22〜P29 

準備：教科書持参 
（WebClass にて確認） 
 

第６回 
４月２６日 

講義「⽣理機能の発達と保健」教科書 P30〜P40 
行動「⽣理機能と関連する⽣活習慣をまとめる」 

準備：教科書持参 
授業内課題レポート提出 
（WebClass にて確認） 
 

第７回 
５月１０日 

講義「発達に即した基本的⽣活習慣の形成」教科書
P41〜P58 
行動「⻭みがき指導のポイントをまとめる」 
 

準備：教科書持参 
授業内課題レポート提出 
（WebClass にて確認） 

第８回 
５月１０日 

講義「子どもの心身の健康状態とその把握」教科書
P59〜P63 
行動「体温・脈拍・呼吸の測定方法を確認する」 

準備：教科書持参 
小テスト 
（WebClass にて確認） 

第９回 
５月１７日 

講義「発育・発達の把握と健康診断」教科書 P64〜
P72  
行動「身体測定の方法と身体発育評価について説明す
る」 

準備：教科書持参 
（WebClass にて確認） 
 

第１０回 
５月１７日 

講義「子どもの疾病の予防及び適切な対応 感染症」
教科書 P73〜P84 

準備：教科書持参 
（WebClass にて確認） 



行動「予防接種の計画を⽴てる」  

第１１回 
５月２４日 

講義「子どもの疾病の予防と適切な対応 先天異常，
アレルギー疾患とエピペンの使用方法」教科書Ｐ84
〜P89 

準備：教科書持参 
授業内課題レポート提出 
（WebClass にて確認） 
 

第１２回 
５月２４日 

講義「子どもの疾病の予防及び適切な対応 消化器疾
患，呼吸器疾患，循環器疾患，血液疾患」教科書Ｐ
89〜P92 
 

準備：教科書持参 
（WebClass にて確認） 
小テスト 

第１３回 
５月３１日 

講義「子どもの疾病の予防及び適切な対応 神経系疾
患，腎及び泌尿⽣殖器疾患，皮膚の疾患，眼の疾患，
耳の疾患，整形外科の疾患，内分泌，代謝疾患」教科
書Ｐ92〜P99 

準備：教科書持参 
（WebClass にて確認） 
小テスト 

第１４回 
５月３１日 
 

講義「子どもの疾病の予防及び適切な対応 SIDS，
精神保健」教科書Ｐ99 
行動「保護者の役割や病気のある子どもの保護者への
対応を考える」 
 

準備：教科書持参 
疾病のある子どもの保護者への対応について
の課題レポート提出 
（WebClass にて確認） 
 

第１５回 
６月７日 

講義「他職種間の連携・協働の下での適切な対応」 
行動「まとめの最終課題，小テスト」 

まとめの課題レポート提出 
小テスト 
（WebClass にて確認） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED305-
A01 

2.科目名 
子どもの食と栄養 (教育･保育 B)(福祉･保育
コース) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 小島京子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】⽣涯にわたり心身の健康に大きく影響する食⽣活を食育活動を通して、 
    子どもたちの食⽣活支援を行うことを目的とします。 
【概要】子どもの発育発達に合わせた食育を推進するために、からだを作る栄養の基本的な
知識を 
    効果的に身に付けたり、様々な食に関する情報などから食育を実践する方法をマス
ターし、 
    推進に役⽴てるようにします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①栄養に関する基本的な知識や子どもの栄養の基礎を学び、理解、説明ができる(DP③） 
②自らの食⽣活をより健康的な⽣活に繋げることができる（DP⑥） 
③課題に取り組みや子どもや保護者への食育実践方法を具体化することができる（DP⑥） 
④乳幼児期の栄養の特徴を調理実習や演習により実践応用ができるようにする（DP①） 
⑤グループ活動により仲間と知識を総合的にまとめることができる（DP⑤） 
〇SDGｓ17 のゴールの内 
 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な⽣活を確保し、福祉を推進するを目指す 
 

19.教科書・教材 子どもの食と栄養 保育で現場で活かせる食の基本 / 株式会社 羊土社 
 

20.参考文献 保育所給食とおやつのつくり方  楳田久美子 北野弘子 フレーベル社 
適宜資料配布 

21.成績評価 

演習 ： ３〜5 回  15％ （②） 
実習レポート：  3 回 20％ (社会見学・調理実習・グループ活動 ③④） 
食育活動企画作成および発表：1 回  15％ 
            （グループ活動と学習した内容を食育活動に活かせているか⑤） 
授業確認記録：   5％ （授業の振り返り） 
総括試験 ：45％ 
 

22.コメント 

この科目を通して、保育士として子どもやその保護者から信頼される専門職に必要な情報・
技術を学習します。専門職として活躍するために大切な自身の健康の保持増進と将来自分が
保護者になった時にも役⽴つ知識と技術ととらえて学習してください。 
教科書に沿って授業を進めるので必ず持ってくること。 

23.オフィスアワー 教室・講師控室で質問に答える 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】
4/9 
【第 2 回】
4/9 
 

〇オリエンテーション 
〇自身の食⽣活チェック  （提出） 
〇子どもの栄養と食⽣活の意義  
 ・日本人の健康問題と食事内容の関連を理解する 
 ・様々な「こ食」から現代の子どもの食事の現状を

☆食習慣チェック提出 
 食⽣活の見直し 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 



知る 
 ・朝食欠食予防には、睡眠時間の確保と共食が欠か
せないことを 
  理解する 
 ・栄養摂取の評価方法を理解する 
 ・食にかかわる食習慣の形成、食機能の発達、精神
の発達を 
  理解する 
 ・演習 
   教科書（p10〜p21） 
 

☆授業記録提出 

 
  
【第 3 回】
4/16 
【第 4 回】
4/16 
 

〇栄養に関する基本的知識 ① 
  ・栄養素の種類とはたらきを理解する 
    ・食事と栄養素の関係について理解する 
    ・栄養素がどのように体の中へ取り込まれるかを
知る 
 ☆食事記録（思い出し） 
   教科書（p22〜p35） 
 

 
☆食事記録提出 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 5 回】
4/23 
【第 6 回】
4/23 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇栄養に関する基本的知識 ② 
  ・栄養素の種類とはたらきを理解する 
    ・食事と栄養素の関係について理解する 
    ・栄養素がどのように体の中へ取り込まれるかを
知る 
  
 ・演習  
   教科書（p22〜p35） 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 7 回】
4/30 
【第 8 回】
4/30 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇栄養に関する制度 
   ・1 日にどれだけ食べればよいか、必要なエネル
ギーおよび 
  栄養素の基準が定められている食事摂取基準につ
いて理解する 
   ・子どもの献⽴は、単にエネルギーや栄養素の必
要量を 
       満たすだけではなく、調理方法、切り方、衛
⽣管理ばど、 
       さまざまな工夫が必要であることを理解する 
   ・増加し続ける外食や市販食品の利用に対応する
ため、 
       食品表示の見方を理解する 
     教科書（p36〜ｐ47） 

ノート PC 持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 9 回】
5/7 
【第 10 回】
5/7 

〇妊娠期と授乳期の食⽣活 
 ・妊娠前から栄養管理を行う必要があることを理解
する 
 ・妊娠期・授乳期の栄養は、⺟体の健康と胎児や乳

☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 



 児の発育や 
       健康状態に影響することを理解する 
 ・妊娠期・授乳期の身体的な変化を理解し、それぞ
れの時期の 
       注意点を理解する 
     
      教科書（ｐ48〜ｐ61） 

【第 11 回】
5/14 
【第 12 回】
5/14 
 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇乳児期の食⽣活 
  ・乳汁栄養である⺟乳の特徴と、調整乳の種類を知
る 
  ・哺乳瓶などの消毒方法や調製粉乳の扱い方を学ぶ 
  ・離乳の進め方を学ぶ 
  ・乳児期に起こりやすい栄養の問題点を理解する 
  ・保護者の悩みを理解し、支援の方法を学ぶ 
  ・離乳食試作説明 
 DVD 視聴 
   
 教科書（ｐ62〜ｐ75） 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆レポート提出 
 離乳食試作 
☆授業記録提出 

【第 13 回】
5/21 
【第 14 回】
5/21 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇幼児期の発育・発達と食⽣活  
 ・咀嚼機能、食べ方の機能などの発達を理解し、食
事の形態や 
       食卓環境などの配慮と支援方法を学ぶ 
 ・食事や間食（おやつ）などの適量、組み合わせ、
与え方から 
       正しい食⽣活のあり方を理解する 
 ・保護者の食の悩みを理解し、保育者が行う保護者
に向けた 
       具体的な支援を学ぶ 
  ・幼児食試作説明 
〇演習  お菓子調べ グループワーク 
        教科書 (p76〜ｐ89） 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆レポート提出 
 幼児食試作 
☆授業記録提出 
    
 

【第 15 回】
5/28 
【第 16 回】
5/28 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇学齢期・思春期の発育・発達と食⽣活 
 ・学齢期・思春期の栄養管理は、学齢期・思春期の
成⻑や 
       発達ばかりではなく、成人期以降の健康状態
に影響することを 
       理解する 
 ・思春期は身体的・精神的変化が大きく、異常を⽣
じやすいため、 
       本人の自覚と周囲の理解、協力が必要である
ことを理解する 
 ・学校・家庭・地域における食育を通じた、食の自
己管理能力の 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 
 



       形成の重要性を理解する 
〇学校給食の思い出をグループワーク 
 

【第 17 回】
6/4 
【第 18 回】
6/4 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇⽣涯発達と食⽣活 
 ・人が成⻑・発達をし、子孫を残して次世代につな
いでいく 
      一連の流れのなかで、⽣涯発達の視点から、各
ライフステージの 
     特徴と位置づけを理解する 
 ・次世代へ命をつなぐ「成人期」における健康上の
課題である 
       肥満、メタボリックシンドローム、脂質異常
症、糖尿病、 
       高血圧などの⽣活習慣病を理解し、その予防
の重要性を理解する 
 ・次世代への社会的・文化的要素を伝える学齢期・
思春期の役割が 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 19 回】
6/11 
【第 20 回】
6/11 

〇家庭や児童福祉施設における食と栄養 
 ・児童の特性に応じた保育所・乳児院・児童福祉施
設における 
       給食の役割について理解する 
 ・児童福祉施設における給食では、児童の適切な栄
養管理のために 
      その方法と衛⽣管理についてと多職種の連携が
重要であること、 
      また給食の提供ばかりでなく、家庭や地域への
支援の役割も 
     あることを理解する 
  
 教科書（ｐ132〜ｐ142） 
 

☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 21 回】
6/18 
【第 22 回】
6/18 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇特殊な配慮を要する子どもの食と栄養 
 ・急な体調不良にどのようなものがあり、どのよう
な対応を 
       おこなうか理解する 
 ・小児の先天的な疾患の種類を知り、症状や対応の
注意点を 
       理解する 
 ・障害のある子どもの特性と支援方法を理解する 
 教科書（ｐ144〜ｐ159） 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 23 回】
6/25 
【第 24 回】
6/25 

〇アレルギー疾患を持つ子どもの食と栄養 
 ・食物アレルギー定義、疫学、症状、診断方法につ
いて理解する 
 ・保育の現場で食物アレルギーの子どもに安全に給
食や 

☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 
 



       間食（おやつ）を提供することが出来るよう
に、食品の選択や 
       提供方法などについて具体的な考え方を理解
する 
 ・食物アレルギーの子どもが誤嚥した際の緊急時対
応について 
       理解する 
〇DVD 視聴 
 教科書（ｐ161〜170） 

【第 25 回】
7/2 
【第 26 回】
7/2 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇食育 
 ・食育のねらいと推進について理解する 
 ・食育は日常⽣活の一環であり、保育の一環として
の食育実践を 
       目指すことを理解する 
 ・乳幼児の食育の目標は「食を営む力」の育成に向
け、その基礎を 
       培うこと、また子どもの発達段階に応じたね
らいと内容を 
       踏まえて展開することを理解する 
 ・食育の取り組みにあたっては。PDCA サイクルを
循環させ、 
      常に高次を目指し、質を高めていくことを理解
する 
 ・保護者への食育 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
    食育媒体準備 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 
 

【第 27 回】
7/9 
【第 28 回】
7/9 

〇流通について 
 （中央卸売市場） 
 公営中央市場の役割や実際について 
 流通の成り⽴ちを理解する 
 DVD 視聴 
〇食文化 
 日本の伝承料理や食文化について理解し、食育活動
に 
 どのように活用していくかを考える 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
   食育媒体作成発表準備 
☆授業記録提出 

【第 29 回】
7/18 
【第 30 回】
7/18 

〇食育媒体課題発表（グループ単位） 
 媒体のねらいと内容を発表し、他グループの作品・
発表を確認後 
 自己評価を行う 
  ★食育媒体作成レポート提出 
〇総括試験  
 

食育媒体発表準備 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED305-
A02 

2.科目名 子どもの食と栄養 (教育･保育Ａ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小島京子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】⽣涯にわたり心身の健康に大きく影響する食⽣活を食育活動を通して、 
    子どもたちの食⽣活支援を行うことを目的とします。 
【概要】子どもの発育発達に合わせた食育を推進するために、からだを作る栄養の基本的な
知識を 
    効果的に身に付けたり、様々な食に関する情報などから食育を実践する方法をマス
ターし、 
    推進に役⽴てるようにします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①栄養に関する基本的な知識や子どもの栄養の基礎を学び、理解、説明ができる(DP③） 
②自らの食⽣活をより健康的な⽣活に繋げることができる（DP⑥） 
③課題に取り組みや子どもや保護者への食育実践方法を具体化することができる（DP⑥） 
④乳幼児期の栄養の特徴を調理実習や演習により実践応用ができるようにする（DP①） 
⑤グループ活動により仲間と知識を総合的にまとめることができる（DP⑤） 
〇SDGｓ17 のゴールの内 
 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な⽣活を確保し、福祉を推進するを目指す 
 

19.教科書・教材 子どもの食と栄養 保育で現場で活かせる食の基本 / 株式会社 羊土社 
 

20.参考文献 保育所給食とおやつのつくり方  楳田久美子 北野弘子 フレーベル社 
適宜資料配布 

21.成績評価 

演習 ： ３〜5 回  15％ （②） 
実習レポート：  3 回 20％ (社会見学・調理実習・グループ活動 ③④） 
食育活動企画作成および発表：1 回  15％ 
            （グループ活動と学習した内容を食育活動に活かせているか⑤） 
授業確認記録：   5％ （授業の振り返り） 
総括試験 ：45％ 
 

22.コメント 

この科目を通して、保育士として子どもやその保護者から信頼される専門職に必要な情報・
技術を学習します。専門職として活躍するために大切な自身の健康の保持増進と将来自分が
保護者になった時にも役⽴つ知識と技術ととらえて学習してください。 
教科書に沿って授業を進めるので必ず持ってくること。 

23.オフィスアワー 教室・講師控室で質問に答える 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】
4/9 
【第 2 回】
4/9 
 

〇オリエンテーション 
〇自身の食⽣活チェック  （提出） 
〇子どもの栄養と食⽣活の意義  
 ・日本人の健康問題と食事内容の関連を理解する 
 ・様々な「こ食」から現代の子どもの食事の現状を

☆食習慣チェック提出 
 食⽣活の見直し 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 



知る 
 ・朝食欠食予防には、睡眠時間の確保と共食が欠か
せないことを 
  理解する 
 ・栄養摂取の評価方法を理解する 
 ・食にかかわる食習慣の形成、食機能の発達、精神
の発達を 
  理解する 
 ・演習 
   教科書（p10〜p21） 
 

☆授業記録提出 

 
  
【第 3 回】
4/16 
【第 4 回】
4/16 
 

〇栄養に関する基本的知識 ① 
  ・栄養素の種類とはたらきを理解する 
    ・食事と栄養素の関係について理解する 
    ・栄養素がどのように体の中へ取り込まれるかを
知る 
 ☆食事記録（思い出し） 
   教科書（p22〜p35） 
 

 
☆食事記録提出 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 5 回】
4/23 
【第 6 回】
4/23 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇栄養に関する基本的知識 ② 
  ・栄養素の種類とはたらきを理解する 
    ・食事と栄養素の関係について理解する 
    ・栄養素がどのように体の中へ取り込まれるかを
知る 
  
 ・演習  
   教科書（p22〜p35） 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 7 回】
4/30 
【第 8 回】
4/30 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇栄養に関する制度 
   ・1 日にどれだけ食べればよいか、必要なエネル
ギーおよび 
  栄養素の基準が定められている食事摂取基準につ
いて理解する 
   ・子どもの献⽴は、単にエネルギーや栄養素の必
要量を 
       満たすだけではなく、調理方法、切り方、衛
⽣管理ばど、 
       さまざまな工夫が必要であることを理解する 
   ・増加し続ける外食や市販食品の利用に対応する
ため、 
       食品表示の見方を理解する 
     教科書（p36〜ｐ47） 

ノート PC 持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 9 回】
5/7 
【第 10 回】
5/7 

〇妊娠期と授乳期の食⽣活 
 ・妊娠前から栄養管理を行う必要があることを理解
する 
 ・妊娠期・授乳期の栄養は、⺟体の健康と胎児や乳

☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 



 児の発育や 
       健康状態に影響することを理解する 
 ・妊娠期・授乳期の身体的な変化を理解し、それぞ
れの時期の 
       注意点を理解する 
     
      教科書（ｐ48〜ｐ61） 

【第 11 回】
5/14 
【第 12 回】
5/14 
 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇乳児期の食⽣活 
  ・乳汁栄養である⺟乳の特徴と、調整乳の種類を知
る 
  ・哺乳瓶などの消毒方法や調製粉乳の扱い方を学ぶ 
  ・離乳の進め方を学ぶ 
  ・乳児期に起こりやすい栄養の問題点を理解する 
  ・保護者の悩みを理解し、支援の方法を学ぶ 
  ・離乳食試作説明 
 DVD 視聴 
   
 教科書（ｐ62〜ｐ75） 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆レポート提出 
 離乳食試作 
☆授業記録提出 

【第 13 回】
5/21 
【第 14 回】
5/21 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇幼児期の発育・発達と食⽣活  
 ・咀嚼機能、食べ方の機能などの発達を理解し、食
事の形態や 
       食卓環境などの配慮と支援方法を学ぶ 
 ・食事や間食（おやつ）などの適量、組み合わせ、
与え方から 
       正しい食⽣活のあり方を理解する 
 ・保護者の食の悩みを理解し、保育者が行う保護者
に向けた 
       具体的な支援を学ぶ 
  ・幼児食試作説明 
〇演習  お菓子調べ グループワーク 
        教科書 (p76〜ｐ89） 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆レポート提出 
 幼児食試作 
☆授業記録提出 
    
 

【第 15 回】
5/28 
【第 16 回】
5/28 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇学齢期・思春期の発育・発達と食⽣活 
 ・学齢期・思春期の栄養管理は、学齢期・思春期の
成⻑や 
       発達ばかりではなく、成人期以降の健康状態
に影響することを 
       理解する 
 ・思春期は身体的・精神的変化が大きく、異常を⽣
じやすいため、 
       本人の自覚と周囲の理解、協力が必要である
ことを理解する 
 ・学校・家庭・地域における食育を通じた、食の自
己管理能力の 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 
 



       形成の重要性を理解する 
〇学校給食の思い出をグループワーク 
 

【第 17 回】
6/4 
【第 18 回】
6/4 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇⽣涯発達と食⽣活 
 ・人が成⻑・発達をし、子孫を残して次世代につな
いでいく 
      一連の流れのなかで、⽣涯発達の視点から、各
ライフステージの 
     特徴と位置づけを理解する 
 ・次世代へ命をつなぐ「成人期」における健康上の
課題である 
       肥満、メタボリックシンドローム、脂質異常
症、糖尿病、 
       高血圧などの⽣活習慣病を理解し、その予防
の重要性を理解する 
 ・次世代への社会的・文化的要素を伝える学齢期・
思春期の役割が 
 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 19 回】
6/11 
【第 20 回】
6/11 

〇家庭や児童福祉施設における食と栄養 
 ・児童の特性に応じた保育所・乳児院・児童福祉施
設における 
       給食の役割について理解する 
 ・児童福祉施設における給食では、児童の適切な栄
養管理のために 
      その方法と衛⽣管理についてと多職種の連携が
重要であること、 
      また給食の提供ばかりでなく、家庭や地域への
支援の役割も 
     あることを理解する 
  
 教科書（ｐ132〜ｐ142） 
 

☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 21 回】
6/18 
【第 22 回】
6/18 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇特殊な配慮を要する子どもの食と栄養 
 ・急な体調不良にどのようなものがあり、どのよう
な対応を 
       おこなうか理解する 
 ・小児の先天的な疾患の種類を知り、症状や対応の
注意点を 
       理解する 
 ・障害のある子どもの特性と支援方法を理解する 
 教科書（ｐ144〜ｐ159） 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 

【第 23 回】
6/25 
【第 24 回】
6/25 

〇アレルギー疾患を持つ子どもの食と栄養 
 ・食物アレルギー定義、疫学、症状、診断方法につ
いて理解する 
 ・保育の現場で食物アレルギーの子どもに安全に給
食や 

☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 
 



       間食（おやつ）を提供することが出来るよう
に、食品の選択や 
       提供方法などについて具体的な考え方を理解
する 
 ・食物アレルギーの子どもが誤嚥した際の緊急時対
応について 
       理解する 
〇DVD 視聴 
 教科書（ｐ161〜170） 

【第 25 回】
7/2 
【第 26 回】
7/2 

〇理解度チェック（WebClass から提出） 
〇食育 
 ・食育のねらいと推進について理解する 
 ・食育は日常⽣活の一環であり、保育の一環として
の食育実践を 
       目指すことを理解する 
 ・乳幼児の食育の目標は「食を営む力」の育成に向
け、その基礎を 
       培うこと、また子どもの発達段階に応じたね
らいと内容を 
       踏まえて展開することを理解する 
 ・食育の取り組みにあたっては。PDCA サイクルを
循環させ、 
      常に高次を目指し、質を高めていくことを理解
する 
 ・保護者への食育 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
    食育媒体準備 
☆予習：次回の予習 
☆授業記録提出 
 

【第 27 回】
7/9 
【第 28 回】
7/9 

〇流通について 
 （中央卸売市場） 
 公営中央市場の役割や実際について 
 流通の成り⽴ちを理解する 
 DVD 視聴 
〇食文化 
 日本の伝承料理や食文化について理解し、食育活動
に 
 どのように活用していくかを考える 

ノートパソコン持参 
☆復習：今回の復習および 
    ノートの整理 
☆予習：次回の予習 
   食育媒体作成発表準備 
☆授業記録提出 

【第 29 回】
7/18 
【第 30 回】
7/18 

〇食育媒体課題発表（グループ単位） 
 媒体のねらいと内容を発表し、他グループの作品・
発表を確認後 
 自己評価を行う 
  ★食育媒体作成レポート提出 
〇総括試験  
 

食育媒体発表準備 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED307-
A01 

2.科目名 保育実習Ⅱ事前事後指導 3.単位数 1 

4.授業担当教員 下里里枝 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 保育実習Ⅰ 保育実習Ⅰ事前事後指導 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１、保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に理解する。 
２、実習や既習の教科目の内容や、その関連性を踏まえ、保育の実践力を習得する。 
３、保育の観察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について、実践や事例を通して
理解する。 
４、保育士の専門性と職業倫理について理解する。 
５、実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育に対する課題や認識を明
確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（２）（４）の学修に j 関連している。 
①保育実習Ⅰを振り返り、自分自身の課題を明らかにし、それを乗り越えるための技能を身
に付ける。 
②模擬保育を通して、具体的に保育内容を考え、指導計画が作成できる。 
③模擬保育後の振り返りを行い、実習Ⅱのイメージを持つことができる。 
④実習に際して必要な知識・技能を様々な場面を想定し、そこで取るべき行動や子どもへの
影響などを深く考えることができる。 
⑤実習後の振り返りを行い自分の今後の課題を明確にする。 

19.教科書・教材 
保育実習ハンドブックを授業にて配布する 
適宜資料を配布する 

20.参考文献 
 「保育所保育指針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 
 

21.成績評価 

◆ワークシート                35 点・・・学習目標④に対応 
◆模擬保育 （指導案含む）           30 点・・学習目標②③に対応 
◆課題レポート 10×２              20 点・・・学習目標①に対応 
◆実習後の評価と、振り返りレポート        10 点・・・学習目標①⑤に対応 
★ 関⻄国際大学グレード検定 1 級合格者      5 点・・・学習目標②③に対応 
  
 

22.コメント 

・この授業は、春学期の事前指導が 13 回、秋学期の事後指導が 2 回の計 15 回からなりま
す。 
・実習のための大切なアナウンスや手続きがあるので、欠席は原則として認めません。ウエ
ブクラスでワークシートや資料は見てください。 
・有意義な実習ができるように事前指導でしっかりと学びましょう。 
・実習は、社会へ踏み出すスタートです。実習現場では、社会人としての自覚や行動が求め
られます 
・遅刻や欠勤は厳禁。 
・ワークシートや課題レポートの未提出は厳禁です。日頃からの学習態度も重要です。 

23.オフィスアワー ・月曜日の昼休みです。 



・実習前の手遊びの獲得、部分実習の相談など何でも聞きに来てください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・ガイダンス・ 
    ・・「保育実習Ⅱ事前事後指導」の授業の進
め方・評価について 
・実習Ⅱに向けて 
 ★授業の資料やワークシートは webclass にて配布
する 
 〇webclass にてワークシート①を提出する。 
  テーマ「実習Ⅰと実習Ⅱの違いについて」 
 〇保育所実習 1 ファイル返却 

〇ワークシート①作成、次週までにウエブク
ラスに提出 

2 回目 

・１回目の資料を復習 
 履修登録の確認（保育実習Ⅱと保育実習Ⅱ事前事後
指導を履修登録） 
・保育実習Ⅰの振り返り 
・webclass にてワークシート②を実施、作成し提出
する。 
  
 

〇ワークシート②作成、次週までにウエブク
ラスに提出 

3 回目 

・安全・安心な保育について 
 グループワーク 
  ワークシート③作成 
 ※変更があるかもしれません 
 

★ワークシート③5 月 12 日までにウエブク
ラスに提出 

4 回目 
・ 保育士の社会的役割と保育倫理 
   ワークシート④の作成と提出 
 ※変更があるかもしれません 

〇ワークシート④作成、5 月 18 日までに提
出 

5 回目 
・絵本リスト・手遊びリスト作成 
・夏の遊びを考える 
 ※変更があるかもしれません 

〇ワークシート⑤作成、5 月 24 日までに提
出 

6 回目 

・手遊び・絵本リスト作成 
・手遊び披露 
・保育実習関係の書類について 
・個人票・誓約書 
 ※変更があるかもしれません。 

 
〇個人票・誓約書の作成 

7 回目 

・指導案の書き方の復習 
 保育日誌の書き方の復習 
 資料は weblass にて事前配布するワークシート⑦ 
 ※変更があるかもしれません。 

〇ワークシート⑥（指導案作成、提出） 
★個人票下書き提出 
★写真を用意しておく 

8 回目 
・模擬保育の実施の仕方について 
   ※変更があるかもしれません。 

〇指導案作成（ワークシート⑦）作成、提出 
・各自模擬保育の指導案作成 
・模擬保育実施後、振り返りレポート、修正
指導案作成等 

9 回目 
・模擬保育の実施 
・学修支援室より、実習について連絡、配布資料 
※変更することがあります。 

★6 月 9 日写真を貼った個人票提出 
★誓約書提出 

10 回目 模擬保育の実施 〇実習先へのアポイントをとる 



 ※変更があるかもしれません。 

11 回目 模擬保育の実施 
 ※変更があるかもしれません。 

〇実習先へオリエンテーションに行く準備 

12 回目 
模擬保育の実施 
 ※変更があるかもしれません。 
 

〇授業の振り返り 
〇実習の準備 
 

13 回目 

〇実習直前指導 
・新型コロナ感染予防などについて 
・実習後、実習園へのお礼状の書き方について 
・実習記録の提出について 
・巡回教員へのあいさつ 
・オリエンテーションの確認 
  ※変更があるかもしれません。 
 

〇実習先の確認 
〇実習ハンドブックを見て、準備物など確認
しておく。 
 

14 回目と 15
回目の日時
と教室は後
日掲示する
（秋学期） 

〇事後指導 
 面談 
 自己評価  
 実習の総括 

★課題レポート②作成、提出 

15 回目 
〇事後指導（面談と、レポート) 
 

★実習ファイルを整理して提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED309-
A01 

2.科目名 保育実習Ⅱ (2020 年度⽣) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之、森田健 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１．保育所の役割や機能について,,具体的な実践を通して理解を深める。 
２、子どもの観察や関りの視点を明確にすることを通して、保育の理解を深める。 
３、既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び子育て支援について総合的
に学ぶ。 
４、保育の計画、実践、観察、記録及び自己評価等について実際に取り組み、理解を深め
る。 
５、保育士の業務内容や職業倫理について、具体的な実践に結び付けて理解する。 
６、保育士としての自己の課題を明確化する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(2)（４）（５）（６）の学修に関連している。 
①保育所の役割や機能の具体的展開。 
②観察に基づく保育理解。 
③子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会との連携。 
④指導計画の作成、実践、観察、記録、評価。 
⑤保育士の業務と職業倫理を理解する。 
⑥自己の課題の明確化 
 

19.教科書・教材 
大学の保育所実習ハンドブック 
大学の実習記録 

20.参考文献 
保育所保育指針 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 
 

21.成績評価 
・実習園からの評価 (60 点・・・学習目標①②③⑤に対応 ） 
・実習記録記述、指導計画 （30 点・・・学習目標④⑤に対応） 
・実習振り返り、資料整理  （１0 点・・・学習目標⑥に対応） 

22.コメント 
保育園での 2 回めの実習です。自分の実習目標を持ってのぞみ、子ども達と積極的に関わり
実践力をつけましょう。 

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

10 日間 80
時間の実習 

★部分実習 
★責任実習          
・保育所の役割や機能について学ぶ。 
・子どもの心身の状態や活動の観察、保育士の動きや
実践の観察、保育所⽣活や流れや展開の把握。 
・環境を通して行う保育、⽣活や遊びを通して総合的
に行う保育の理解。 
・指導計画などを作成し、可能な範囲で部分実習、半
日実習、全日実習を行う。実施後、評価をする。 

その日の記録や指導計画の作成（20 時間） 



・保育士の業務と職業倫理を理解する。 
・保護者への対応について学ぶ。 
・保育者間の連携、家庭との連携、地域との連携など
について学ぶ。 
・保育所の子育て支援について理解する。 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED309-
A02 

2.科目名 保育実習Ⅱ (2019 年度⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、松本恵美子、森田健 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１．保育所の役割や機能について,,具体的な実践を通して理解を深める。 
２、子どもの観察や関りの視点を明確にすることを通して、保育の理解を深める。 
３、既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び子育て支援について総合的
に学ぶ。 
４、保育の計画、実践、観察、記録及び自己評価等について実際に取り組み、理解を深め
る。 
５、保育士の業務内容や職業倫理について、具体的な実践に結び付けて理解する。 
６、保育士としての自己の課題を明確化する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(2)（４）（５）（６）の学修に関連している。 
①保育所の役割や機能の具体的展開。 
②観察に基づく保育理解。 
③子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会との連携。 
④指導計画の作成、実践、観察、記録、評価。 
⑤保育士の業務と職業倫理を理解する。 
⑥自己の課題の明確化 
 

19.教科書・教材 
大学の保育所実習ハンドブック 
大学の実習記録 

20.参考文献 
保育所保育指針 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 
 

21.成績評価 
・実習園からの評価 (60 点・・・学習目標①②③⑤に対応 ） 
・実習記録記述、指導計画 （30 点・・・学習目標④⑤に対応） 
・実習振り返り、資料整理  （１0 点・・・学習目標⑥に対応） 

22.コメント 
保育園での 2 回めの実習です。自分の実習目標を持ってのぞみ、子ども達と積極的に関わり
実践力をつけましょう。 

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

10 日間 80
時間の実習 

★部分実習 
★責任実習          
・保育所の役割や機能について学ぶ。 
・子どもの心身の状態や活動の観察、保育士の動きや
実践の観察、保育所⽣活や流れや展開の把握。 
・環境を通して行う保育、⽣活や遊びを通して総合的
に行う保育の理解。 
・指導計画などを作成し、可能な範囲で部分実習、半
日実習、全日実習を行う。実施後、評価をする。 

その日の記録や指導計画の作成（20 時間） 



・保育士の業務と職業倫理を理解する。 
・保護者への対応について学ぶ。 
・保育者間の連携、家庭との連携、地域との連携など
について学ぶ。 
・保育所の子育て支援について理解する。 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED309-
A03 

2.科目名 保育実習Ⅱ (2020 年度⽣ 福祉・保育コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之、森田健 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

１．保育所の役割や機能について,,具体的な実践を通して理解を深める。 
２、子どもの観察や関りの視点を明確にすることを通して、保育の理解を深める。 
３、既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び子育て支援について総合的
に学ぶ。 
４、保育の計画、実践、観察、記録及び自己評価等について実際に取り組み、理解を深め
る。 
５、保育士の業務内容や職業倫理について、具体的な実践に結び付けて理解する。 
６、保育士としての自己の課題を明確化する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(2)（４）（５）（６）の学修に関連している。 
①保育所の役割や機能の具体的展開。 
②観察に基づく保育理解。 
③子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会との連携。 
④指導計画の作成、実践、観察、記録、評価。 
⑤保育士の業務と職業倫理を理解する。 
⑥自己の課題の明確化 
 

19.教科書・教材 
大学の保育所実習ハンドブック 
大学の実習記録 

20.参考文献 
保育所保育指針 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 
 

21.成績評価 
・実習園からの評価 (60 点・・・学習目標①②③⑤に対応 ） 
・実習記録記述、指導計画 （30 点・・・学習目標④⑤に対応） 
・実習振り返り、資料整理  （１0 点・・・学習目標⑥に対応） 

22.コメント 
保育園での 2 回めの実習です。自分の実習目標を持ってのぞみ、子ども達と積極的に関わり
実践力をつけましょう。 

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

10 日間 80
時間の実習 

★部分実習 
★責任実習          
・保育所の役割や機能について学ぶ。 
・子どもの心身の状態や活動の観察、保育士の動きや
実践の観察、保育所⽣活や流れや展開の把握。 
・環境を通して行う保育、⽣活や遊びを通して総合的
に行う保育の理解。 
・指導計画などを作成し、可能な範囲で部分実習、半
日実習、全日実習を行う。実施後、評価をする。 

その日の記録や指導計画の作成（20 時間） 



・保育士の業務と職業倫理を理解する。 
・保護者への対応について学ぶ。 
・保育者間の連携、家庭との連携、地域との連携など
について学ぶ。 
・保育所の子育て支援について理解する。 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED310-
A02 

2.科目名 保育実習Ⅲ (2019 年度⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子、森田健、吉村啓子 

5.授業科目の区分 

展開科目 
児童家庭福祉分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件 保育実習Ⅰを履修済みであること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

①さまざまな種類の施設の子ども達の抱える問題と、その⽣活を知り、理解をする。 
②さまざまな種類の施設の果たしている役割を理解する。 
③施設の子ども達の支援の方法を学び、一人一人の子どもに合わせたコミュニケーションの
取り方を学ぶ。 
④施設職員の仕事内容を知り、保育士の専門性について学ぶ 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの 1）自律的で主体的な態度、４）問題発見力・解
決力、6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連している 
①保育の専門性を身に付けることで、児童問題や障害者問題に積極的に取り組める力を身に
付ける。 
②保育士として、子ども達が抱える問題に対する援助の見通しを⽴て、援助の在り方を論理
的に組み⽴てることができる様になる。 
③障害や虐待による心の傷など、子ども求めるに応じた専門的な保育支援を行える様にな
る。 

19.教科書・教材 保育実習・施設実習ハンドブック(配布する） 
20.参考文献 適時紹介する 

21.成績評価 
①実習施設からの評価   ４０％（学習目標①③に関連する） 
②実習観察記録記述    ３０％（学習目標②に関連する） 
③各資料整理・提出    ３０％（学習目標①②③に関連する） 

22.コメント 

実習Ⅰで学んだことを住まえて、施設における保育者の役割とその専門性について、考察を
深めてください。そして何より、子どもが施設というところで⽣活することの意義をしっか
りと理解し、子どもの気持ちに寄り添い、支えることの意味を自分なりに考え、行動できる
ようになってください。 

23.オフィスアワー 木曜日 昼休み 
木曜日 ４限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
＊実習Ⅲで学ぶことの概要説明 
          ●実習Ⅰで学んだことを振り返る 
     ●実習Ⅲで学びを深める点について 確認する 

?レポート① 
子どもが、児童養護施設で暮らすことを、ど
のように感じるか、Web でレポート提出。 
       （次週までに提出） 
              
◯ゲストスピーカに対する質  
問を２個以上考えておく 

第２回 
＊児童養護施設職員の話を聞く 
     ●実習Ⅰと実習Ⅲの学びの違い 

?レポート② 
ゲストスピーカーの話から学んだことと、実



     ●入所児童に対する関わり方を深めるためのポ
イント 
     ●保育士が、施設で仕事をするために持つべき
専門性とは？ 
                   等について、現場
の話を聞かせて頂く 
★レポート①Web で提出締め切り 

際に実習で実践してみたいと思ったこと等に
ついてまとめ、Web でレポート提出。 
    （次週までに提出） 

第３回 

＊施設実習の意義と目的 
  ●施設がなぜ、存続を求められるのかその背景と
意義について学ぶ 
  ●施設の保育者になるために必要な知識とは何か
を学ぶ 
  ●施設という現場で、保育体験をすることの意味
について学ぶ 
以上のことを理解したうえで子どもの心を理解し、適
切な支援をするための専門性について学ぶ。 
★レポート② Web で提出締め切り 

◯グループワーク・ディスカッション 
決められたグループで、ZOOM 会議を開く 
実習先での施設入所児に対する自分の態度や
言動で、注意すべき点について、話し合って
まとめておく。 
       （次週発表） 

第４回 

★プレゼンテーション 
施設入所児童に対する態度や接し方について話し合っ
たことを発表し、皆で、情報を共有し学びを深める。
(発表：グループ） 
＊実習中の態度について 
   
実習中の子どもに対して、職員対して、保護者に対し
て、職業倫理に 
照らして、どの様にあるべきかについて学ぶ 
＊実習計画の作成 
    
施設実習の課題を考え、実際に施設実習計画を書いて
みる  
  
  
 

?実習計画を作る 
授業の続きを書きあげ、Web で提出 
       （次週提出） 
◯児童養護施設について調べ学習をしてお
く。 
  （第 7 回目の授業で発表を 
   する） 

第５回 

＊実習日誌の書き方 
   
   ●実習日誌を記録する目的 
   ●日誌に記録する内容 
   ●実習日誌の留意点 
               について学ぶ 
   ?実際の記録をもとに、いい記録の書き方につ
いて学ぶ 
★実習計画 Web 提出締め切り 

?提示した事例に添って実習日誌を Web で
書く 
       （次週提出） 
◯バイスティックの７原則について、復習し
ておく 
 

第６回 

＊保育士の仕事とソーシャルワーク 
   
  ●施設におけるソーシャルワークについて学ぶ 
  ●対人援助技術の原理・原則がどのように施設内
の支援場面で使われ    
  ているのかについて学ぶ 

◯乳児院の概要について調べておくこと 
             
       （次週発表） 



★実習日誌 Web で提出締め切り 
 

第７回 

★プレゼンテーション 
 乳児院について調べてきたことを発表する（3 名） 
＊乳児院での実習について 
  
    ●ＤＶＤを見て乳児院について理解する 
    ●乳児院での実習の準備と実際 
    ●記録の書き方 
★プレゼンテーション 
    児童養護施設について調べたことを発表(３
名） 
＊児童養護施設での実習について 
        
    ●児童養護施設での実習準備と実習の実際 
    ●児童養護施設実習における記録の書き方に
ついて 
 

?自己紹介カード 
自分で記入してみる 
            （１２０分） 
カードは配付する 

第８回 

＊実習前の事務手続きなどの準備作業 
   ★自己紹介カードの添削⇒清書 
   ●オリエンテーションのガイダンス 
   ●実習にかかる書類の整理     等 
★実習ノートブックを必ず持参すること 

 
?⺟子⽣活支援施設、児童自⽴支援施設につ
いて調べておく 
       （次週発表） 
 

第９回 

★プレゼンテーション 
 ⺟子⽣活支援施設について調べたことを発表(3
人） 
＊⺟子⽣活支援施設での実習について 
  ●⺟子⽣活支援施設での実習準備と実習の実際 
  ●⺟子⽣活支援施設における記録の書き方につい
て   
★プレゼンテーション 
  児童自⽴支援施設について調べたことを発表(3
人) 
＊児童自⽴支援施設での実習について 
  
  ●児童自⽴支援施設での実習準備と実習の実際 
  ●児童自⽴支援施設における記録の書き方につい
て 

?知的障害児施設、重症心身障害児施設の概
要について、調べておく 
            
       （次週発表） 

第１０回 

★プレゼンテーション 
    知的障害児施設の概要について調べたことを
発表（3 人） 
  
＊知的障害児施設での実習につい
て                                  
   ●知的障害児施設での実習準備と実習の実際 
   ●知的障害児施設における記録の書き方につい
て 
★プレゼンテーション 

?絵本の概説ノート作成 
１〜５歳の各年齢に適した絵本を、年齢ごと
に２冊ずつ選び、合計１０冊の概説ノートを
作る。 
      （次週提出） 
このアサイメントについては手書きで作成。
実物を提出。 
（状況によっては Web で写真撮影した物を
提出する） 



   重症心身障害児施設の概要について調べたこと
を発表  
＊重症心身障害児施設での実習について 
   ●重症心身障害児施設での実習準備と実習の実
際 
   ●重症心身障害児施設におけ 

第１１回 

＊実習後の提出物、報告について 
  日誌の実習先への提出にあたっての留意点 
  実習終了後の御礼状について 
＊施設の保育現場で楽しむ遊び 
   
  特に知的障害児を想定しての簡単な遊びをやって
みる 
★絵本の概説ノートを提出 

?御礼状作成 
実習終了後すぐに、(１週間以内)お礼状に下
書きをする 
⇒でき次第提出 
⇒添削後返却 
⇒すぐに清書してポストへ 
＊研究室の扉の投函ボックスを通じて、やり
とりするので、必ず提出・受け取りをしに来
ること 
＊状況によっては WEB でのやり取りになる 
?レポート③ 
実習から学んだこと、今後の課題と思ったこ
となどについてレポートにまとめる 
（提出は、事後指導開始時） 

第１２回 
  
１２回以
降、時期的
には２０１
９年 2 月末
〜３月初め
頃になりま
す 

＊施設実習から学んだことと今後の課題 
  ★発表 施設実習から学んだことや感じたことを
各自が発表 
    
★レポート③Web で提出  
 

 

第 13〜14 回 

＊個別事後指導面接の実施 
   状況によっては ZOOM 面談になる） 
＊実習中、子ども達が喜んだ遊びや本についてまとめ
る 
 個別面談実施中、待機している者は、実習中の子ど
も達が喜んだ遊びや 本、あるいはこんな遊びを提供
したかったと思った創作遊び・創作絵本についてファ
イリングノートを作成する。 

ファイリングノートを作る 
    (最終講義時に提出） 
これも実物を提出。 
状況によっては Web で提出 

   

第 15 回 

＊実習Ⅲについての振り返り 
実習での経験を今後の糧と課題に 
★ファイリングノートの提出 
    （状況ん寄っては Web で提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED401-
A01 

2.科目名 幼稚園教育実習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、椋田善之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 小学校一種、幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・幼稚園教育実習は、幼稚園教諭の免許取得に必要な単位である。 
・幼稚園教育実習では、幼稚園教諭としての在り方を学ぶ。 
・ここでは、クラス担任の意図を把握して助手的な役割を務めるとともに、部分的に（部分
実習）あるいは、1 日中の（責任実習）指導計画の⽴案・実践を行う。 
・これらを通じて、幼児期の子ども達の発達の過程や遊びの様子、友達との関わり方など具
体的に学ぶ。また、幼稚園教諭として、記録の取り方、指導計画の書き方、環境構成や援助
のあり方、保育の振り返り方等を具体的に学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（４）（５）（６）の学修に関連している。 

19.教科書・教材 
幼稚園教育要領 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 
関⻄国際大学の「幼稚園教育実習ハンドブック」「実習記録」 

20.参考文献  

21.成績評価 
・実習園の評価 50 点 
・実習記録記述 40 点 
・各資料整理  10 点 

22.コメント 
・大学で学んだことを活かし、現場で具体的に学ぶこと。 
・積極的に実習に取り組み、実りの多い実習にすること。 
・常に自分を振り返りながら、考えて行動すること。 

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

10 日間の実
習 

〇本学関連の、難波愛の園幼稚園、⽴花愛の園幼稚
園、武庫愛の園幼稚園で実習する。 
〇実習前には実習園にオリエンテーションに行く。 
〇観察実習 
 主に保育の実際を観察し、具体的な理解を深める。 
  ・指導教師の意図的な関わりを、詳細に記録す
る。 
  ・指導教師の意図に則して、子どもとかかわる。 
  ・子どもとかかわる中で、実習⽣の気づきや学び
を振り返って記録する。 
  ・幼稚園教諭としての様々な仕事を体験する。 
 ※これらの活動を通して幼稚園教諭としてのありか
たを学ぶ。 

〇その日の実習記録や、部分実習をするとき
の指導計画の作成 

   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EED402-
A02 

2.科目名 幼稚園教育実習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之、下里里枝 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 小学校一種、幼稚園一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・幼稚園教育実習は、幼稚園教諭の免許取得に必要な単位である。 
・幼稚園教育実習では、幼稚園教諭としての在り方を学ぶ。 
・ここでは、クラス担任の意図を把握して助手的な役割を務めるとともに、部分的に（部分
実習）あるいは、1 日中の（責任実習）指導計画の⽴案・実践を行う。 
・これらを通じて、幼児期の子ども達の発達の過程や遊びの様子、友達との関わり方など具
体的に学ぶ。また、幼稚園教諭として、記録の取り方、指導計画の書き方、環境構成や援助
のあり方、保育の振り返り方等を具体的に学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（４）（５）（６）の学修に関連している。 

19.教科書・教材 
幼稚園教育要領 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 
関⻄国際大学の「幼稚園教育実習ハンドブック」「実習記録」 

20.参考文献  

21.成績評価 
・実習園の評価 50 点 
・実習記録記述 40 点 
・各資料整理  10 点 

22.コメント 
・大学で学んだことを活かし、現場で具体的に学ぶこと。 
・積極的に実習に取り組み、実りの多い実習にすること。 
・常に自分を振り返りながら、考えて行動すること。 

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

10 日間の実
習 

〇2 回目の幼稚園教育実習 
 自分で選んだ希望する幼稚園で実習する。 
〇実習前には実習園にオリエンテーションに行く。 
〇部分実習・責任実習 
 主に保育の実際を観察し、具体的な理解を深める。 
  ・指導教師の意図的な関わりを、詳細に記録す
る。 
  ・指導教師の意図に則して、子どもとかかわる。 
  ・子どもとかかわる中で、実習⽣の気づきや学び
を振り返って記録する。 
  ・幼稚園教諭としての様々な仕事を体験する。 
 ※これらの活動を通して幼稚園教諭としてのありか
たを学ぶ。 

〇その日の実習記録や、部分実習をするとき
の指導計画の作成 

   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

ELT101-
Y71 

2.科目名 英米文学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 徳久久美子 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教科及び教科の指導に
関する科目-教科に関す
る専門的事項-英語文学 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職の必
修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 高校（英語）中学 （英
語） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義とグループワーク  
最後に⽣徒による発表 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Understand and apply theories of literary analysis. Students will demonstrate an 
understanding of different cultures, and lifestyles and the universal reality by analyzing 
the stories used in the course. 
英米文学の代表的な作品を読み、その表現や時代背景、文化などに理解を深める。授業では
シェイクスピアの作品 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
①多様な文化を理解し尊重できる。 
②自律できる人間になる：知的好奇心(Intellectual curiosity) 
③新しい知識や技能を学ぶことに関心や意欲をもつことができる。 
④コミュニケーション能力を身につける：話す・聴く力/ 意見交換力 
⑤他者の発表や文章を傾聴し、読解して、その内容の要点をとらえ、自分の疑問や意見をま
とめ、 
 建設的な意見交換をすることができる。 
 

19.教科書・教材 
適宜、資料を配布します。（教科書は使用しません） 
新型コロナウイルスの感染状況により、もしオンライン授業になった場合はオンライン教材
を使用します。 

20.参考文献  

21.成績評価 

Quiz 1 =  30% 
Quiz 2   = 30% 
assignments =  20% 
class participation (group activities & class work) 20% 
TOTAL 100% 
 

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

1 

Orientation: History of British Literature and 
Shakespeare 
オリエンテーション：英文学の流れとシェイクスピア 
 

★Preparation for next class  
次回の授業の予習：『ヴェニスの商人』の一
部を日本語でもいいから読んでくる。 
 

 Merchant of Venice ★Review 



『ヴェニスの商人』の分析（グループ討論） 復習 
 

 
Merchant of Venice 
『ヴェニスの商人』DVD 視聴と分析（グループ討
論） 

★Worksheet 
次回の授業でワークシートを提出してもらう
ので、それを完成させる。 
 

 

Romeo and Juliet 
『ロミオとジュリエット』の分析 （グループ討論） 
＊『ヴェニスの商人』のワークシート提出 
 

★Review 
復習 

 

Modern British Short Novels 
現代イギリス短編小説（D. H. Lawrence, E. M. 
Forster, and Kazuo Ishiguro) 
 

★Preparation for next class 
復習 

 
前回の続き 
 

★Review 
復習 

 

Introduction of British Poems 
イギリスの名詩選の紹介 
シェイクスピア、ワーズワース、ブレイク、キーツ、
ハーディー、ロレンスなどの詩を分析する。声に出し
て朗読し、暗唱する。 
 

★Preparation for recitation of a poem 
詩の暗唱テストのための準備 

 
Recitation and presentation  
詩の一節を暗唱し、詩の解釈を発表する。 
 

★Preparation for review quiz 
復習テスト１のため勉強 
 

 

Review quiz１ （復習テスト 1） 
Introduction of  History of American Literature 
アメリカ文学の流れ 
 

★Preparation for next class  
『グレート・ギャッツビー』の一部を読ん
で、内容理解する。 

 
The Great Gatsby 
『グレート・ギャツビー』の分析 （グループ討論） 

★Review 
復習 

 

The Great Gatsby 
『グレート・ギャツビー』のＤＶＤ視聴と分析（グル
ープ討論） 
 

★Worksheet 
ワークシートを完成させる。次回の授業で提
出する。 

 

Introduction of American poems  
アメリカの代表的な詩一つを選んで、グループごとに
作者、時代背景を調べ、詩の解釈を発表するために討
論する。 
＊『グレート・ギャッツビー』のワークシート提出 

★Preparation for presentation 
発表のための準備 

 
Presentation of American Poems 
詩の作者、時代背景、解釈の発表 
 

★Review 
復習 

 
British & American popular songs or rock music  
イギリス・アメリカのポップス、ロック音楽の分析 

★Preparation for review quiz 2 
復習テスト２のための勉強 

 
Review Quiz and Conclusion 
復習テストと総括 

 



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE101-
A01 

2.科目名 体育指導Ⅰ (3/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 

展開科目 
保健体育科教育分野に
おける実務経験のある
教員の授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種 
保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習 
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

仲間との協同学修を通して、各種目の運動技能を高めるとともに、小学校における楽しい体
育学習のあり方について実践的に学修し、不安感を改善する。 
・ボール運動プログラム 
・体つくり運動プログラム（主として縄を使って） 
・陸上運動プログラム 
小学校の体育指導の問題点は、低学年の指導にあることから想定される課題解決に取り組
む。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連 
③コミュニケーション力の獲得・実践 
④知識と経験の総合化 
・小学校体育への接続を理解することができる（知識） 
・子どもに寄り添う支援・指導の技術を習得することができる（技能） 
・健康・安全に配慮し、意欲的に運動に取り組むことができる（態度） 

19.教科書・教材 使用しない。 

20.参考文献 
「小学校学習指導要領 体育編」 
「体育科教育（月刊雑誌）」（大修館書店） 
「やってみる ひろげる ふかめる」（光文書院） 

21.成績評価 

①授業の振り返りレポート  30％ 
（毎時間記入し、授業終了時に提出） 
②グループワークシート（2 回） 30％ 
（各運動プログラム後にグループワークを行い、授業後もしくは翌週に提出） 
③総括試験  40％  
実技科目なので、①、②は出席が前提です。 

22.コメント 

■注意事項 
・感染予防の観点から、専用のマスクと手袋などを準備すること。 
・実技の受講にあたっては、指定の体操服、体育館シューズを着用すること。 
・安全のため、⻑髪はまとめ、⽖は切ること。装飾品（ピアス、ネックレス等）は、禁止。 
・補給用の水分を持参し、運動中の水分補給には気をつけること。 
■場所 
・教室（尼崎キャンパス） 
・体育館 
＊体育館の使用時は、挨拶等のマナーを守り行動すること。 

23.オフィスアワー ⽕曜日（12：10〜13：10） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
（4/１2） 
（SA) 
 

■オリエンテーション 
・体育指導Ⅰについて 
・授業参加についての注意事項 
・仲間づくり（自己紹介に変更） 
・新聞紙ボールづくり 
・新聞紙フリスビーづくり 
 

〇ストレッチについて調べておく  50 分 
〇新聞紙ボールについて調べておく  30
分 
 

【第 2 回】
対面授業 
体育館  
(SA) 

ボール運動プログラム① 
・ボール運動につながる動きの習得と新聞紙ボールに
よるゲーム 
・緊急事態宣言等の場合、遠隔など変更になる場合が
あります。 

〇新聞紙ボールを使った準備運動について調
べておく。 50 分 
 

【第 3 回】
対面授業 
体育館 
(SA)  
 

ボール運動プログラム② 
・ポートボールをしよう  
 

〇3 オン 3 について調べておく。５０分 
〇ボールを持たない動きについて調べてお
く。 ５０分 
 

【第 4 回】
対面授業 
体育館
（SA） 

ボール運動プログラム? 
・ゴール型ゲーム（バスケットボール）をしよう 
 タスクゲームについて学ぼう 
 

〇バスケットボールのルールについて調べて
おく。 40 分 
〇タスクゲームについて調べておく。 50
分 
 

【第 5 回】
対面授業 
体育館
（SA） 
 

ボール運動プログラム? 
・ゴール型ゲーム（バスケットボール 大会とその運
営） 
 ⽣涯にわたって楽しむために 
  
 

〇大会運営について企画しておく。 40
分。 

【第 6 回】
教室(SA) 

ボール運動プログラムのまとめ（グループワーク１） 
 まとめ 
 幼稚園、保育所、小学校でボール運動を進めるには 
 

〇ＰＣ持参。付箋、マジック等の準備。 
〇幼稚園、保育所、小学校でボール遊びを指
導する際の留意点について調べておく。50
分 

【第 7 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

体つくり運動プログラム① 
・バランスボールを使った体つくり運動 
 

〇バランスボールの効果的な活用について調
べておく。 
50 分 
 

【第 8 回】
対面授業 
体育館(SA) 

体つくり運動プログラム② 
・縄を使った体つくり運動（主として小学校低学年） 

〇自らの経験を振り返りつつ、低学年児童の
特徴についてまとめておく。50 分 
〇ふりかえりを踏まえ、高学年児童が取り組
む縄跳びについて調べておく 50 分 
 

【第 9 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

体つくり運動プログラム? 
・縄を使った体つくり運動（主として小学校高学年） 

〇学習カードに個人の学習成果を記入し、ま
とめておく。 40 分 
〇集団で楽しむ縄跳びについて調べておく。 
50 分 

【第 10 回】 体つくり運動プログラム? 〇集団で楽しむ縄跳びについてまとめてお



対面授業 
体育館 
(SA) 

・縄を使った体つくり運動（集団型） く。 40 分 
〇支援・指導の観点から縄跳びについてまと
めておく。 50 分 
 

【第 11 回】
教室(SA) 

体つくり運動のまとめ（グループワーク２） 
縄を使った体つくり運動についてまとめる。 
活用方法についてまとめ、グループで交流する。 
 

〇さまざまなかけっこについて調べておく。
50 分 

【第 12 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

陸上運動プログラム  
・さまざまなかけっこ（幼保小 低学年向き） 

〇体験したさまざまなかけっこについてまと
めておく。 50 分 
 

【第 13 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

陸上運動プログラム② 
・さまざまな障害走 

〇さまざまな障害走についてまとめておく。 
50 分 
 

【第 14 回】
体育館 
(SA) 

陸上運動プログラム? 
・さまざまなリレー 

〇さまざまなリレーについてまとめておく。
40 分 
〇体育指導Ⅰを受講して、体育に対する考え
方がどのように変化したのかについてまとめ
ておく。 50 分 

【第 15 回】
教室(SA) 体育指導Ⅰのまとめ・レポート課題  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE101-
A02 

2.科目名 体育指導Ⅰ (2/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 

展開科目 
保健体育科教育分野に
おける実務経験のある
教員の授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種 
保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習 
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

仲間との協同学修を通して、各種目の運動技能を高めるとともに、小学校における楽しい体
育学習のあり方について実践的に学修し、不安感を改善する。 
・ボール運動プログラム 
・体つくり運動プログラム（主として縄を使って） 
・陸上運動プログラム 
小学校の体育指導の問題点は、低学年の指導にあることから想定される課題解決に取り組
む。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連 
③コミュニケーション力の獲得・実践 
④知識と経験の総合化 
・小学校体育への接続を理解することができる（知識） 
・子どもに寄り添う支援・指導の技術を習得することができる（技能） 
・健康・安全に配慮し、意欲的に運動に取り組むことができる（態度） 

19.教科書・教材 使用しない。 

20.参考文献 
「小学校学習指導要領 体育編」 
「体育科教育（月刊雑誌）」（大修館書店） 
「やってみる ひろげる ふかめる」（光文書院） 

21.成績評価 

①授業の振り返りレポート  30％ 
（毎時間記入し、授業終了時に提出） 
②グループワークシート（2 回） 30％ 
（各運動プログラム後にグループワークを行い、授業後もしくは翌週に提出） 
③総括試験  40％  
実技科目なので、①、②は出席が前提です。 

22.コメント 

■注意事項 
・感染予防の観点から、専用のマスクと手袋などを準備すること。 
・実技の受講にあたっては、指定の体操服、体育館シューズを着用すること。 
・安全のため、⻑髪はまとめ、⽖は切ること。装飾品（ピアス、ネックレス等）は、禁止。 
・補給用の水分を持参し、運動中の水分補給には気をつけること。 
■場所 
・教室（尼崎キャンパス） 
・体育館 
＊体育館の使用時は、挨拶等のマナーを守り行動すること。 

23.オフィスアワー ⽕曜日（12：10〜13：10） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
（4/１2） 
（SA) 
 

■オリエンテーション 
・体育指導Ⅰについて 
・授業参加についての注意事項 
・仲間づくり（自己紹介に変更） 
・新聞紙ボールづくり 
・新聞紙フリスビーづくり 
 

〇ストレッチについて調べておく  50 分 
〇新聞紙ボールについて調べておく  30
分 
 

【第 2 回】
対面授業 
体育館  
(SA) 

ボール運動プログラム① 
・ボール運動につながる動きの習得と新聞紙ボールに
よるゲーム 
・緊急事態宣言等の場合、遠隔など変更になる場合が
あります。 

〇新聞紙ボールを使った準備運動について調
べておく。 50 分 
 

【第 3 回】
対面授業 
体育館 
(SA)  
 

ボール運動プログラム② 
・ポートボールをしよう  
 

〇3 オン 3 について調べておく。５０分 
〇ボールを持たない動きについて調べてお
く。 ５０分 
 

【第 4 回】
対面授業 
体育館
（SA） 

ボール運動プログラム? 
・ゴール型ゲーム（バスケットボール）をしよう 
 タスクゲームについて学ぼう 
 

〇バスケットボールのルールについて調べて
おく。 40 分 
〇タスクゲームについて調べておく。 50
分 
 

【第 5 回】
対面授業 
体育館
（SA） 
 

ボール運動プログラム? 
・ゴール型ゲーム（バスケットボール 大会とその運
営） 
 ⽣涯にわたって楽しむために 
  
 

〇大会運営について企画しておく。 40
分。 

【第 6 回】
教室(SA) 

ボール運動プログラムのまとめ（グループワーク１） 
 まとめ 
 幼稚園、保育所、小学校でボール運動を進めるには 
 

〇ＰＣ持参。付箋、マジック等の準備。 
〇幼稚園、保育所、小学校でボール遊びを指
導する際の留意点について調べておく。50
分 

【第 7 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

体つくり運動プログラム① 
・バランスボールを使った体つくり運動 
 

〇バランスボールの効果的な活用について調
べておく。 
50 分 
 

【第 8 回】
対面授業 
体育館(SA) 

体つくり運動プログラム② 
・縄を使った体つくり運動（主として小学校低学年） 

〇自らの経験を振り返りつつ、低学年児童の
特徴についてまとめておく。50 分 
〇ふりかえりを踏まえ、高学年児童が取り組
む縄跳びについて調べておく 50 分 
 

【第 9 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

体つくり運動プログラム? 
・縄を使った体つくり運動（主として小学校高学年） 

〇学習カードに個人の学習成果を記入し、ま
とめておく。 40 分 
〇集団で楽しむ縄跳びについて調べておく。 
50 分 

【第 10 回】 体つくり運動プログラム? 〇集団で楽しむ縄跳びについてまとめてお



対面授業 
体育館 
(SA) 

・縄を使った体つくり運動（集団型） く。 40 分 
〇支援・指導の観点から縄跳びについてまと
めておく。 50 分 
 

【第 11 回】
教室(SA) 

体つくり運動のまとめ（グループワーク２） 
縄を使った体つくり運動についてまとめる。 
活用方法についてまとめ、グループで交流する。 
 

〇さまざまなかけっこについて調べておく。
50 分 

【第 12 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

陸上運動プログラム  
・さまざまなかけっこ（幼保小 低学年向き） 

〇体験したさまざまなかけっこについてまと
めておく。 50 分 
 

【第 13 回】
対面授業 
体育館 
(SA) 

陸上運動プログラム② 
・さまざまな障害走 

〇さまざまな障害走についてまとめておく。 
50 分 
 

【第 14 回】
体育館 
(SA) 

陸上運動プログラム? 
・さまざまなリレー 

〇さまざまなリレーについてまとめておく。
40 分 
〇体育指導Ⅰを受講して、体育に対する考え
方がどのように変化したのかについてまとめ
ておく。 50 分 

【第 15 回】
教室(SA) 体育指導Ⅰのまとめ・レポート課題  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE101-
A03 

2.科目名 体育指導Ⅰ (4/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 今中洋 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件 
3 回⽣・4 回⽣秋学期開講の「幼児指導
法」を履修することで、より深く実技と理
論の両方を学ぶことが出来る。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習＆講義 
16.履修制限 履修の制限制として、実技を含みますので最大 50 名までとします。 

17.授業の目的と概要 

幼児期の子どもたちに相応しい運動プログラムやふれあいゲームの内容を講義・実技を通し
て学びます。また、幼児の特性を理解した指導上の「展開」「配慮」「適切な援助やかかわ
り」など、指導者として必要な資質を身につけます。その他、幼児の運動プログラムを通し
て、子どもの発育・発達などに触れ、身体面・精神面での特徴（子ども理解）などの知識を
深めます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

※この科目では、講義やグループでの演習（実技）にて共に活動を体験し、考えや意見を出
し合いながら、以下の事柄を学びます。 
主に【専門的知識・技術活用力】・【コミュニケーションスキル】を身に着けます。 
具体的には... 
①幼児に相応しい運動プログラムの理論と実践を学ぶ。 
②幼児の発育発達を理解し、それを踏まえた指導法を学ぶ。 
③幼児の特性を理解し、適切な配慮と援助（かかわり方）を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 授業内に適宣プリント・テキストを配布。（Web クラスにて配信） 
20.参考文献 幼児期運動指針（文部科学省より） 

21.成績評価 

①授業の振り返りレポート＝30％ 
 （実技演習の際、授業の振り返りレポートを A4 レポート用紙にまとめ翌週に提出。） 
②グループワークシート（2 回）＝20％ 
 （グループワークを行った授業の際、もしくは翌週に提出。） 
③総括試験＝50％ 
 

22.コメント 

■「実技演習」の際には、必ず大学指定のジャージ上下を着用のこと。毎回、インシューズ
を持参。 
 また、アクセサリー類（ピアス・指輪・ネックレス）などは、事前にはずしておくこと。 
■コミュニケーション力・リーダーシップ・メンバーシップを高める為に、授業の中にグル
ープワークを取り入れる。 
■演習（実技）では、自ら学ぶことと楽しむことを忘れず、仲間と共に積極的に参加するこ
と。 
 

23.オフィスアワー 金曜日 2 限目・3 限目の時間帯に講師控室にて質問などを受け付けています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回目 
4/8 
 

春学期オリエンテーション＝「講義」 
※年間授業のテーマと概要の説明。 
※春学期授業の具体的な内容とテーマの解説。 

〇幼児の運動プログラムについて自分なりに
調べる（120 分） 
〇シラバスの内容を事前に確認しておく。 



※授業シラバス持参。 
 

 

第 2 回目 
4/15  
 

ふれあいあそび/ゲーム＝「実技」 
※手具・道具などを使わない様々なふれあいあそび/
ゲームの指導展開。 
※子ども同士がふれあう場面を⽣み出す指導展開。 
 

〇ふれあいあそび/ゲームの復習としてポイ
ントやねらい書き出して資料としてまとめて
おく。（60 分） 
〇ふれあいあそび/ゲームの指導展開方法を
実践できるようにイメージを深める。（60
分） 
 

第 3 回目 
4/22  
 

マットを使った運動あそび/ゲーム＝「実技」 
※マットの特性を活かした運動あそびの指導法。 
※マットを使った運動種目、あそび/ゲームの紹介。 
 

〇マットを使った運動あそび/ゲームの復習
としてポイントやねらいを書き出して資料と
してまとめておく。（60 分） 
〇マットを使った運動あそび/ゲームの指導
展開方法を実践できるようにイメージを深め
る（60 分） 
 

第 4 回目 
5/6 
 

イスなどを使った保育室（室内）でも楽しめる運動あ
そび/ゲーム＝「実技」 
※イスなどを使って子ども同士が主体的に活動できる
あそびの指導展開。 
※保育室（室内）でも十分に満足できるあそびの指導
展開。 
 

〇イスなどを使った運動あそび/ゲームの復
習とポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇イスなどを使った運動あそび/ゲームの指
導展開補法を実践できるようにイメージを深
めておく。（60 分） 
 

第 5 回目 
5/13  
 

フープを使った運動あそび/ゲーム＝「実技」 
※フープあそびを通したふれあいあそび/ゲームの指
導展開。 
※フープの特性を活かし、操作性を高めるあそびの指
導法。 
 

〇フープを使った運動あそび/ゲームの復習
としてポイントやねらいを書きだして資料と
してまとめておく。（60 分） 
〇フープを使った運動あそび/ゲームの指導
展開方法を実践できるようにイメージを深め
る（60 分） 
 

第 6 回目 
5/20  
 

子どもたちを取り巻く環境と発育発達＝「講義」 
※幼児期の子どもたちの現状と発育発達について理解
を深める。 
※幼児期の現状や発育発達を踏まえた、幼児期に相応
しい運プログラムを考察。 
 

〇幼児期の子どもたちの現状やカラダの仕組
みなどを事前に調べておく（120 分） 
〇幼児期に相応しい運動あそびを復習として
ポイントやねらいをまとめておく。（60 分） 
※ノート PC を持参。 
 

第 7 回目 
5/27  
 

技能指導Ⅰ＝「実技」 
※マットの技能指導、段階指導（幼児） 
※マットの技能指導、安全な補助法（幼児） 
 

〇マットの技能指導、安全な補助法の復習と
してポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇マットの技能指導、安全な補助法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 

第 8 回目 
6/3 
 

技能指導Ⅱ＝「実技」 
※跳び箱の技能指導、段階指導（幼児） 
※跳び箱の技能指導の安全な補助法（幼児） 
 

〇跳び箱の技能指導、安全な補助法の復習と
してポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇跳び箱の技能指導、安全な補助法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 



第 9 回目 
6/10  
 

技能指導Ⅲ＝「実技」 
※鉄棒の技能指導、段階指導（幼児） 
※鉄棒の技能指導の安全な補助法（幼児） 
 

〇鉄棒の技能指導、安全な補助法の復習とし
てポイントやねらいを書きだして資料として
まとめておく。（60 分） 
〇鉄棒の技能指導、安全な補助法を実践でき
るようにイメージを深める（60 分） 
 

第 10 回目 
6/17  
 

技能指導Ⅳ＝「講義」 
※マット/跳び箱/鉄棒の技能指導・段階指導・安全な
補助法の振り返り＆まとめ 
※体操づくりの内容説明・グループ決め。 
 

〇すべての技能指導・安全な補助法の復習と
してポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇グループ内での検討・イメージして体操を
創作する。（60 分） 
13 回目の授業にて発表。 
※ノート PC 持参。 
 

第 11 回目 
6/24 
 

ボールを使った運動あそび＝「実技」 
※ボールあそびを通したふれあいあそび/ゲームの指
導展開。 
※ボールの特性を活かし、操作性を高めるあそびの指
導法。 
 

〇ボールを使った運動あそび/ゲームの復習
復としてポイントやねらいを書きだして資料
としてまとめておく。（60 分） 
〇ボールを使った運動あそび〔/ゲームの指
導展開を実践できるようにイメージを深め
る。（60 分） 
 

第 12 回目 
7/1 
 

バルーンあそび〜バルーン演技＝「実技」 
※バルーンを使ったふれあいあそび/ゲームの指導展
開。 
※バルーンあそび、演技の紹介。 
 

〇バルーンを使った運動あそび/ゲームの復
習復としてポイントやねらいを書きだして資
料としてまとめておく。（60 分） 
〇バルーンを使った運動あそび〔/ゲームの
指導展開を実践できるようにイメージを深め
る。（60 分） 
 

第 13 回目 
7/8 
 

体操づくり＝「実技」 
※グループごとで創作した「リズム体操」の発表。 
※「リズム体操」づくりの復習としてポイントねらい
を書きだして資料としてまとめておく。 
 

〇いろんな体操を実践できるようにイメージ
を深める（60 分） 
〇グループ内で検討、イメージして体操を創
作する。（60 分） 
 

第 14 回目 
7/15  
 

幼児のプールあそび＆指導法 
春学期の振り返り＆まとめ 
※幼稚園・保育園の園⽣活におけるプールあそびの指
導展開。 
※プールあそびでの安全の配慮と注意点。 
※春学期の実技・講義のまとめ＆振り返り。 
 

資料としてまとめておく。（60 分） 
〇プール指導展開方法を実践できるようにイ
メージを深めておく。 
〇春学期の実技・講義を振り返り、まとめて
おく。 
◆ノート PC 持参。 
 

第 15 回目 
7/22  
 

総括試験（春学期）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE101-
A04 

2.科目名 体育指導Ⅰ (1/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 今中洋 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
小学校一種保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件 
3 回⽣・4 回⽣秋学期開講の「幼児指導
法」を履修することで、より深く実技と理
論の両方を学ぶことが出来る。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習＆講義 
16.履修制限 履修の制限制として、実技を含みますので最大 50 名までとします。 

17.授業の目的と概要 

幼児期の子どもたちに相応しい運動プログラムやふれあいゲームの内容を講義・実技を通し
て学びます。また、幼児の特性を理解した指導上の「展開」「配慮」「適切な援助やかかわ
り」など、指導者として必要な資質を身につけます。その他、幼児の運動プログラムを通し
て、子どもの発育・発達などに触れ、身体面・精神面での特徴（子ども理解）などの知識を
深めます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

※この科目では、講義やグループでの演習（実技）にて共に活動を体験し、考えや意見を出
し合いながら、以下の事柄を学びます。 
主に【専門的知識・技術活用力】・【コミュニケーションスキル】を身に着けます。 
具体的には... 
①幼児に相応しい運動プログラムの理論と実践を学ぶ。 
②幼児の発育発達を理解し、それを踏まえた指導法を学ぶ。 
③幼児の特性を理解し、適切な配慮と援助（かかわり方）を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 授業内に適宣プリント・テキストを配布。（Web クラスにて配信） 
20.参考文献 幼児期運動指針（文部科学省より） 

21.成績評価 

①授業の振り返りレポート＝30％ 
 （実技演習の際、授業の振り返りレポートを A4 レポート用紙にまとめ翌週に提出。） 
②グループワークシート（2 回）＝20％ 
 （グループワークを行った授業の際、もしくは翌週に提出。） 
③総括試験＝50％ 
 

22.コメント 

■「実技演習」の際には、必ず大学指定のジャージ上下を着用のこと。毎回、インシューズ
を持参。 
 また、アクセサリー類（ピアス・指輪・ネックレス）などは、事前にはずしておくこと。 
■コミュニケーション力・リーダーシップ・メンバーシップを高める為に、授業の中にグル
ープワークを取り入れる。 
■演習（実技）では、自ら学ぶことと楽しむことを忘れず、仲間と共に積極的に参加するこ
と。 
 

23.オフィスアワー 金曜日 2 限目・3 限目の時間帯に講師控室にて質問などを受け付けています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回目 
4/8 
 

春学期オリエンテーション＝「講義」 
※年間授業のテーマと概要の説明。 
※春学期授業の具体的な内容とテーマの解説。 

〇幼児の運動プログラムについて自分なりに
調べる（120 分） 
〇シラバスの内容を事前に確認しておく。 



※授業シラバス持参。 
 

 

第 2 回目 
4/15  
 

ふれあいあそび/ゲーム＝「実技」 
※手具・道具などを使わない様々なふれあいあそび/
ゲームの指導展開。 
※子ども同士がふれあう場面を⽣み出す指導展開。 
 

〇ふれあいあそび/ゲームの復習としてポイ
ントやねらい書き出して資料としてまとめて
おく。（60 分） 
〇ふれあいあそび/ゲームの指導展開方法を
実践できるようにイメージを深める。（60
分） 
 

第 3 回目 
4/22  
 

マットを使った運動あそび/ゲーム＝「実技」 
※マットの特性を活かした運動あそびの指導法。 
※マットを使った運動種目、あそび/ゲームの紹介。 
 

〇マットを使った運動あそび/ゲームの復習
としてポイントやねらいを書き出して資料と
してまとめておく。（60 分） 
〇マットを使った運動あそび/ゲームの指導
展開方法を実践できるようにイメージを深め
る（60 分） 
 

第 4 回目 
5/6 
 

イスなどを使った保育室（室内）でも楽しめる運動あ
そび/ゲーム＝「実技」 
※イスなどを使って子ども同士が主体的に活動できる
あそびの指導展開。 
※保育室（室内）でも十分に満足できるあそびの指導
展開。 
 

〇イスなどを使った運動あそび/ゲームの復
習とポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇イスなどを使った運動あそび/ゲームの指
導展開補法を実践できるようにイメージを深
めておく。（60 分） 
 

第 5 回目 
5/13  
 

フープを使った運動あそび/ゲーム＝「実技」 
※フープあそびを通したふれあいあそび/ゲームの指
導展開。 
※フープの特性を活かし、操作性を高めるあそびの指
導法。 
 

〇フープを使った運動あそび/ゲームの復習
としてポイントやねらいを書きだして資料と
してまとめておく。（60 分） 
〇フープを使った運動あそび/ゲームの指導
展開方法を実践できるようにイメージを深め
る（60 分） 
 

第 6 回目 
5/20  
 

子どもたちを取り巻く環境と発育発達＝「講義」 
※幼児期の子どもたちの現状と発育発達について理解
を深める。 
※幼児期の現状や発育発達を踏まえた、幼児期に相応
しい運プログラムを考察。 
 

〇幼児期の子どもたちの現状やカラダの仕組
みなどを事前に調べておく（120 分） 
〇幼児期に相応しい運動あそびを復習として
ポイントやねらいをまとめておく。（60 分） 
※ノート PC を持参。 
 

第 7 回目 
5/27  
 

技能指導Ⅰ＝「実技」 
※マットの技能指導、段階指導（幼児） 
※マットの技能指導、安全な補助法（幼児） 
 

〇マットの技能指導、安全な補助法の復習と
してポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇マットの技能指導、安全な補助法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 

第 8 回目 
6/3 
 

技能指導Ⅱ＝「実技」 
※跳び箱の技能指導、段階指導（幼児） 
※跳び箱の技能指導の安全な補助法（幼児） 
 

〇跳び箱の技能指導、安全な補助法の復習と
してポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇跳び箱の技能指導、安全な補助法を実践で
きるようにイメージを深める（60 分） 
 



第 9 回目 
6/10  
 

技能指導Ⅲ＝「実技」 
※鉄棒の技能指導、段階指導（幼児） 
※鉄棒の技能指導の安全な補助法（幼児） 
 

〇鉄棒の技能指導、安全な補助法の復習とし
てポイントやねらいを書きだして資料として
まとめておく。（60 分） 
〇鉄棒の技能指導、安全な補助法を実践でき
るようにイメージを深める（60 分） 
 

第 10 回目 
6/17  
 

技能指導Ⅳ＝「講義」 
※マット/跳び箱/鉄棒の技能指導・段階指導・安全な
補助法の振り返り＆まとめ 
※体操づくりの内容説明・グループ決め。 
 

〇すべての技能指導・安全な補助法の復習と
してポイントやねらいを書きだして資料とし
てまとめておく。（60 分） 
〇グループ内での検討・イメージして体操を
創作する。（60 分） 
13 回目の授業にて発表。 
※ノート PC 持参。 
 

第 11 回目 
6/24 
 

ボールを使った運動あそび＝「実技」 
※ボールあそびを通したふれあいあそび/ゲームの指
導展開。 
※ボールの特性を活かし、操作性を高めるあそびの指
導法。 
 

〇ボールを使った運動あそび/ゲームの復習
復としてポイントやねらいを書きだして資料
としてまとめておく。（60 分） 
〇ボールを使った運動あそび〔/ゲームの指
導展開を実践できるようにイメージを深め
る。（60 分） 
 

第 12 回目 
7/1 
 

バルーンあそび〜バルーン演技＝「実技」 
※バルーンを使ったふれあいあそび/ゲームの指導展
開。 
※バルーンあそび、演技の紹介。 
 

〇バルーンを使った運動あそび/ゲームの復
習復としてポイントやねらいを書きだして資
料としてまとめておく。（60 分） 
〇バルーンを使った運動あそび〔/ゲームの
指導展開を実践できるようにイメージを深め
る。（60 分） 
 

第 13 回目 
7/8 
 

体操づくり＝「実技」 
※グループごとで創作した「リズム体操」の発表。 
※「リズム体操」づくりの復習としてポイントねらい
を書きだして資料としてまとめておく。 
 

〇いろんな体操を実践できるようにイメージ
を深める（60 分） 
〇グループ内で検討、イメージして体操を創
作する。（60 分） 
 

第 14 回目 
7/15  
 

幼児のプールあそび＆指導法 
春学期の振り返り＆まとめ 
※幼稚園・保育園の園⽣活におけるプールあそびの指
導展開。 
※プールあそびでの安全の配慮と注意点。 
※春学期の実技・講義のまとめ＆振り返り。 
 

資料としてまとめておく。（60 分） 
〇プール指導展開方法を実践できるようにイ
メージを深めておく。 
〇春学期の実技・講義を振り返り、まとめて
おく。 
◆ノート PC 持参。 
 

第 15 回目 
7/22  
 

総括試験（春学期）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE103-
A01 

2.科目名 造形Ⅰ (1/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山口由紀子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種(通信) 小学校一
種  
保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習(講義・実技を含む) 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】幼保連携型こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領における
領域「表現」について考察し、幼児の未分化な表現とその指導についての理解を深めます。 
【概要】本授業では特に幼児造形について取り扱い、造形表現活動の支援についての基礎的
な理論と方法、技術を学びます。個人や仲間と共同で取り組む作品制作を通して、さまざま
な材料や画材、表現方法に触れ、実践に活かすことのできる基礎的な知識や技能を習得しま
す。つくる・かく・みる・感じる等の活動を通して互いの「違い」の面⽩さに気づき、⾊や
形を介してのコ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の (5) コミュニケーションスキル (6) 
専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
①５領域の中の「表現」の位置付けと、その目標と内容について理解することができる。 
②幼児の造形の発達や特性について理解することができる。 
③様々な素材、道具や画材等に触れてその特性を理解し、造形表現の基礎的な知識や技能を
身につけることができる。 
④個人や仲間と共同で作品制作に取り組み、造形表現活動に関心を持つことができる。 

19.教科書・教材 大橋功『美術教育概論(改訂版)』 2019.ISBN978-4-536-60021-7 

20.参考文献 

厚⽣労働省・文部科学省 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育
所保育指針』 チャイルド社  
厚⽣労働省『保育所指針解説』 フレーベル社 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル社  
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル社 
文部科学省『小学校学習指導要領解説図画工作編』 日本文教出版 

21.成績評価 

評価の方法は、下記の 3 項目を基に総合的に判断します。 
課題１：制作活動・その過程と作品 40%［学習目標③④に対応］ 
課題２：各課題のワークシート作成・授業ファイル 40% ［学習目標①②③④に対応］ 
課題３：課題レポート２０%［学習目標①②に対応］ 
※全てについて提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出することを合格基
準とします。 

22.コメント 
結果よりもそれまでの過程を大切に、丁寧に経験しながらそれぞれが関わっているそのまわ
りに存在するモノとの面⽩いコトを、みんなで一緒に発見して感じていきたいと思います。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 「表現するということ」 
 (本授業の目標・内容・評価の方法・  
進め方の確認・受講上の留意点などについて) 
 ・活動 1 「自分と対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 



ノートパソコンを持参すること 
各授業内課題が未完了の場合は次回までに達
成させておくこと 

第 2 回 ・活動 2 「カミと対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 3 回 ・活動 3 「センやメンと対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 4 回 ・活動 4 「イロと対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 5 回 
・活動 5 グループワーク「センやメンとイロで表現
してみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 6 回 ・活動 6 プレゼンテーション「センやメンとイロと
オトを表現してみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 7 回 
・活動 7 グループワーク「カミと一緒に遊んでみよ
う」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 8 回 ・活動 8 「空間と対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 9 回 
・活動 9 グループワーク 「みのまわりのモノを感
じてみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 10 回 
・「こどもの造形表現ー感じてみよう」 
・活動 10 ディスカッション「ジカンとの対話」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 
ノートパソコンを持参すること 

第 11 回 ・活動 11 「シゼンとの対話」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 12 回 ・活動 12 「セイカツを表現してみよう」 
復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 



（Web Class の確認） 

第 13 回 ・活動 13 グループワーク「カミを鑑賞してみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 14 回 ・活動 14 「ショッカン」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 15 回 プレゼンテーション「表現するということ」 
・活動 15 鑑賞と活動のまとめ 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
課題提出 まとめ 
ノートパソコンを持参すること 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE103-
A02 

2.科目名 造形Ⅰ (4/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山口由紀子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種(通信) 小学校一
種  
保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習(講義・実技を含む) 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】幼保連携型こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領における
領域「表現」について考察し、幼児の未分化な表現とその指導についての理解を深めます。 
【概要】本授業では特に幼児造形について取り扱い、造形表現活動の支援についての基礎的
な理論と方法、技術を学びます。個人や仲間と共同で取り組む作品制作を通して、さまざま
な材料や画材、表現方法に触れ、実践に活かすことのできる基礎的な知識や技能を習得しま
す。つくる・かく・みる・感じる等の活動を通して互いの「違い」の面⽩さに気づき、⾊や
形を介してのコ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の (5) コミュニケーションスキル (6) 
専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
①５領域の中の「表現」の位置付けと、その目標と内容について理解することができる。 
②幼児の造形の発達や特性について理解することができる。 
③様々な素材、道具や画材等に触れてその特性を理解し、造形表現の基礎的な知識や技能を
身につけることができる。 
④個人や仲間と共同で作品制作に取り組み、造形表現活動に関心を持つことができる。 

19.教科書・教材 大橋功『美術教育概論(改訂版)』 2019.ISBN978-4-536-60021-7 

20.参考文献 

厚⽣労働省・文部科学省 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育
所保育指針』 チャイルド社  
厚⽣労働省『保育所指針解説』 フレーベル社 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル社  
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル社 
文部科学省『小学校学習指導要領解説図画工作編』 日本文教出版 

21.成績評価 

評価の方法は、下記の 3 項目を基に総合的に判断します。 
課題１：制作活動・その過程と作品 40%［学習目標③④に対応］ 
課題２：各課題のワークシート作成・授業ファイル 40% ［学習目標①②③④に対応］ 
課題３：課題レポート２０%［学習目標①②に対応］ 
※全てについて提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出することを合格基
準とします。 

22.コメント 
結果よりもそれまでの過程を大切に、丁寧に経験しながらそれぞれが関わっているそのまわ
りに存在するモノとの面⽩いコトを、みんなで一緒に発見して感じていきたいと思います。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 「表現するということ」 
 (本授業の目標・内容・評価の方法・  
進め方の確認・受講上の留意点などについて) 
 ・活動 1 「自分と対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 



ノートパソコンを持参すること 
各授業内課題が未完了の場合は次回までに達
成させておくこと 

第 2 回 ・活動 2 「カミと対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 3 回 ・活動 3 「センやメンと対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 4 回 ・活動 4 「イロと対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 5 回 
・活動 5 グループワーク「センやメンとイロで表現
してみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 6 回 ・活動 6 プレゼンテーション「センやメンとイロと
オトを表現してみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 7 回 
・活動 7 グループワーク「カミと一緒に遊んでみよ
う」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 8 回 ・活動 8 「空間と対話する」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 9 回 
・活動 9 グループワーク 「みのまわりのモノを感
じてみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 10 回 
・「こどもの造形表現ー感じてみよう」 
・活動 10 ディスカッション「ジカンとの対話」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 
ノートパソコンを持参すること 

第 11 回 ・活動 11 「シゼンとの対話」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 12 回 ・活動 12 「セイカツを表現してみよう」 
復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 



（Web Class の確認） 

第 13 回 ・活動 13 グループワーク「カミを鑑賞してみよう」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 14 回 ・活動 14 「ショッカン」 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
予習；次回の予習 
（Web Class の確認） 

第 15 回 プレゼンテーション「表現するということ」 
・活動 15 鑑賞と活動のまとめ 

復習；今回の復習及び活動の記録・ ワーク
シートの整理  
課題提出 まとめ 
ノートパソコンを持参すること 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE103-
A03 

2.科目名 造形Ⅰ (3/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 辻田美和 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 

小学校二種（通信） 小学
校一種 
保育士 幼稚園一種 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習(講義・実技を含む） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領
における領域「表現」の造形表現について考察し、作品制作活動などの実技を通して、幼児
の未分化な表現とその指導についての理解を深めます。 
【概要】 
幼保連携型認定こども園教育・保指導についての理解を深めます。本授業では特に、幼児の
造形について取り扱い、造形表現活動の支援についての基礎的な理論と方法、技術を学びま
す。個人や仲間と共同で取り組む作品制作活動を通して、様々な材料や、画材、表現方法に
触れ、実践に活かすことので 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(5)コミュニケーションスキル(6)専門
的知識・技術の活用力、の学修に関連しています。 
①5 領域の中の「表現」の位置づけと、その目標と内容について理解することができる。 
②幼児の造形の発達や特性について理解をすることができる。 
③様々な素材や材料、道具等の画材に触れ、その特性を理解し、造形表現の基礎的な知識や
技能を身につけることができる。 
④個人や仲間と共同で、作品制作に取り組み、造形表現活動に関心を持つことができる。 

19.教科書・教材 大橋功『美術教育概論（改訂版）』2009．ISBN978-4-536-60021-7 

20.参考文献 

厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領幼稚園教育要領保育所保
育指 
針』チャイルド社 
厚⽣労働省『保育所指針解説』フレーベル社 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』フレーベル社 
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
課題１：テーマごとのワークシート作成とポートフォリオとしての授業ファイル・・・４０
点[学習目標①②③④に対応] 
課題２：制作活動への取り組みと作品・・・４０点[学習目標③④に対応] 
課題３：課題レポート・・・２０点[学習目標①②に対応] 

22.コメント 

みなさんの中には、造形表現は、「苦手」という不安があるかもしれませんが、「上手に描
く、上手に作る」ことではなく、「表現する」ということを、仲間とともに楽しんで体験し
てください。積極的な取り組みを歓迎します。 
授業内に作品が仕上がらなかった場合は、教室外学習として、次の回までに取り組んでおい
てください。 

23.オフィスアワー 授業の前後に、教室で質問を受け付けます。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価の方
法・進め方の確認、受講上の留意点などについて）     
講義「表現するって、何をすること？」 
ミニディスカッション「表現とは」 
領域『表現』の目標と内容について 
 

復習：今回の復習及びワークシートの整理、
授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第２回 
講義 画材を知ろう 〜えんぴつ・パス・絵具〜  
 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第３回 活動 パスを使って表現してみよう 
児童文化財・絵本の活用 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 
 

第４回 講義 ⾊彩について・⾊を混ぜるとどうなるのか？ 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第５回 活動 ⾊を混ぜて表現してみよう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 

第６回 
活動 絵具で遊ぼう、表現しよう 
児童文化財・絵本の活用  
 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 

第７回 活動 紙を切る・折る・はる 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 

第８回 講義 うつして表現しよう①版画について 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第９回 
活動 うつして表現することを楽しもう②凸凹をうつ
そう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習  
         リサイクル材料について 

第１０回 
活動 うつして表現することを楽しもう③絵具でうつ
そう 
        リサイクル材料を活かしてみよう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習  
 



第１１回 
講義・活動 子どもの造形表現活動を観察して、保育
を構想しよう 
講義 課題レポートについて 

・レポート課題の作成（期日までに Web 
Class から提出） 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第１２回 活動 粘土の感触を楽しもう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習  
・レポート課題の提出（期日までに Web 
Class から提出） 

第１３回 
活動 グループワーク 作品を展示しよう・作品の鑑
賞を楽しもう 

・鑑賞ワークシートの作成 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習 

第１４回 活動 手のひらで感じて作ろう①ころころフェルトボ
ール 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習 

 
第１５回 

活動 子どもの造形表現活動支援について、学びと活
動の振り返り 

・授業ファイルの持参及び提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE103-
A04 

2.科目名 造形Ⅰ (2/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 辻田美和 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 

小学校二種（通信） 小学
校一種 
保育士 幼稚園一種 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習(講義・実技を含む） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領
における領域「表現」の造形表現について考察し、作品制作活動などの実技を通して、幼児
の未分化な表現とその指導についての理解を深めます。 
【概要】 
幼保連携型認定こども園教育・保指導についての理解を深めます。本授業では特に、幼児の
造形について取り扱い、造形表現活動の支援についての基礎的な理論と方法、技術を学びま
す。個人や仲間と共同で取り組む作品制作活動を通して、様々な材料や、画材、表現方法に
触れ、実践に活かすことので 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(5)コミュニケーションスキル(6)専門
的知識・技術の活用力、の学修に関連しています。 
①5 領域の中の「表現」の位置づけと、その目標と内容について理解することができる。 
②幼児の造形の発達や特性について理解をすることができる。 
③様々な素材や材料、道具等の画材に触れ、その特性を理解し、造形表現の基礎的な知識や
技能を身につけることができる。 
④個人や仲間と共同で、作品制作に取り組み、造形表現活動に関心を持つことができる。 

19.教科書・教材 大橋功『美術教育概論（改訂版）』2009．ISBN978-4-536-60021-7 

20.参考文献 

厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領幼稚園教育要領保育所保
育指 
針』チャイルド社 
厚⽣労働省『保育所指針解説』フレーベル社 
厚⽣労働省・文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』フレーベル社 
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
課題１：テーマごとのワークシート作成とポートフォリオとしての授業ファイル・・・４０
点[学習目標①②③④に対応] 
課題２：制作活動への取り組みと作品・・・４０点[学習目標③④に対応] 
課題３：課題レポート・・・２０点[学習目標①②に対応] 

22.コメント 

みなさんの中には、造形表現は、「苦手」という不安があるかもしれませんが、「上手に描
く、上手に作る」ことではなく、「表現する」ということを、仲間とともに楽しんで体験し
てください。積極的な取り組みを歓迎します。 
授業内に作品が仕上がらなかった場合は、教室外学習として、次の回までに取り組んでおい
てください。 

23.オフィスアワー 授業の前後に、教室で質問を受け付けます。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価の方
法・進め方の確認、受講上の留意点などについて）     
講義「表現するって、何をすること？」 
ミニディスカッション「表現とは」 
領域『表現』の目標と内容について 
 

復習：今回の復習及びワークシートの整理、
授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第２回 
講義 画材を知ろう 〜えんぴつ・パス・絵具〜  
 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第３回 活動 パスを使って表現してみよう 
児童文化財・絵本の活用 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 
 

第４回 講義 ⾊彩について・⾊を混ぜるとどうなるのか？ 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第５回 活動 ⾊を混ぜて表現してみよう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 

第６回 
活動 絵具で遊ぼう、表現しよう 
児童文化財・絵本の活用  
 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 

第７回 活動 紙を切る・折る・はる 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、次回授業までに完
成させておこう 
予習：次回の予習 

第８回 講義 うつして表現しよう①版画について 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第９回 
活動 うつして表現することを楽しもう②凸凹をうつ
そう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習  
         リサイクル材料について 

第１０回 
活動 うつして表現することを楽しもう③絵具でうつ
そう 
        リサイクル材料を活かしてみよう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習  
 



第１１回 
講義・活動 子どもの造形表現活動を観察して、保育
を構想しよう 
講義 課題レポートについて 

・レポート課題の作成（期日までに Web 
Class から提出） 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
予習：次回の予習 

第１２回 活動 粘土の感触を楽しもう 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習  
・レポート課題の提出（期日までに Web 
Class から提出） 

第１３回 
活動 グループワーク 作品を展示しよう・作品の鑑
賞を楽しもう 

・鑑賞ワークシートの作成 
復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習 

第１４回 活動 手のひらで感じて作ろう①ころころフェルトボ
ール 

復習：今回の復習と活動記録、ワークシート
の整理、授業ファイルへのファイリング 
・作品が未完成の場合は、完成させておこう 
予習：次回の予習 

 
第１５回 

活動 子どもの造形表現活動支援について、学びと活
動の振り返り 

・授業ファイルの持参及び提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE107-
A01 

2.科目名 音楽Ⅰ・器楽 (1/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを選択し、課題として与えられた曲群から、指定された曲数を既習するこ
と。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ 1 曲任意 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
コースＡ： 
・弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 
 演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ任意に選択し
た 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
・音楽的知識の基礎を習得する。 
コース B： 
・弾き歌い」課題曲 4 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 演奏表現ができる。 
・ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネアルバム
Ⅰ巻（緩徐楽章を除 
 く）から任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台、90 番台、100 番台からそれ
ぞれ任意に選択した 4 曲 
 について、楽譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
 

19.教科書・教材 

バイエル上・下巻  
ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 



20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
バイエル 10 番台から 20 番台から 4 曲＝8％ 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
ドレミ読みテスト 7％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％    
期末テスト:ソロ曲 10％ ×2 曲＝20％   弾き歌い課題曲＝8％ 
web class 学修(おかえりのうた)3％ 
楽典動画 4 本視聴＋振り返り 12％ 
学修意欲 8％ 
コース B: 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％ 
期末テスト:ソロ曲 10％×4 曲＝40％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/11 

オリエンテーション 
 今までの音楽及び鍵盤楽器経験について、担当教官
と面談を行う 
 各自の問題点を話し合い、学習コースを決定し、中
間テストでのソロ 
自由曲、弾き歌い自由曲を相談・決定する 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する 
バイエル 10 番台から 20 番台の練習  
 

〇学修時間 60 分 
弾き歌い課題(確認テスト) 
WEB CLASS の視聴と練習 
ソロ自由曲、弾き歌い自由曲の練習 
 

4/18 

中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
30 分 
 

4/25 
弾き歌い確認テスト課題曲、中間テストでのソロ自由
曲、弾き歌い自由曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  
30 分 
 

5/2 

弾き歌い確認テスト 
中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  



30 分 
 

5/9 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
楽典課題(A コースのみ)  
 

5/16 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
バイエル 10 番台から 20 番台 4 曲 
終了 
 

5/23 

中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
ドレミ読み終了 
 

5/30 中間テスト(ソロ・弾き歌い) 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/6 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/13 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/20 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/27 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
web class 学修(おかえりのうた おはよう
のうた)＋楽典動画 4 本視聴終了 

7/4 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 



7/11 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

7/25 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE107-
A02 

2.科目名 音楽Ⅰ・器楽 (2/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを選択し、課題として与えられた曲群から、指定された曲数を既習するこ
と。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ 1 曲任意 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
コースＡ： 
・弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 
 演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ任意に選択し
た 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
・音楽的知識の基礎を習得する。 
コース B： 
・弾き歌い」課題曲 4 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 演奏表現ができる。 
・ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネアルバム
Ⅰ巻（緩徐楽章を除 
 く）から任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台、90 番台、100 番台からそれ
ぞれ任意に選択した 4 曲 
 について、楽譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
 

19.教科書・教材 

バイエル上・下巻  
ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 



20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
バイエル 10 番台から 20 番台から 4 曲＝8％ 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
ドレミ読みテスト 7％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％    
期末テスト:ソロ曲 10％ ×2 曲＝20％   弾き歌い課題曲＝8％ 
web class 学修(おかえりのうた)3％ 
楽典動画 4 本視聴＋振り返り 12％ 
学修意欲 8％ 
コース B: 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％ 
期末テスト:ソロ曲 10％×4 曲＝40％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/11 

オリエンテーション 
 今までの音楽及び鍵盤楽器経験について、担当教官
と面談を行う 
 各自の問題点を話し合い、学習コースを決定し、中
間テストでのソロ 
自由曲、弾き歌い自由曲を相談・決定する 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する 
バイエル 10 番台から 20 番台の練習  
 

〇学修時間 60 分 
弾き歌い課題(確認テスト) 
WEB CLASS の視聴と練習 
ソロ自由曲、弾き歌い自由曲の練習 
 

4/18 

中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
30 分 
 

4/25 
弾き歌い確認テスト課題曲、中間テストでのソロ自由
曲、弾き歌い自由曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  
30 分 
 

5/2 

弾き歌い確認テスト 
中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  



30 分 
 

5/9 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
楽典課題(A コースのみ)  
 

5/16 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
バイエル 10 番台から 20 番台 4 曲 
終了 
 

5/23 

中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
ドレミ読み終了 
 

5/30 中間テスト(ソロ・弾き歌い) 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/6 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/13 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/20 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/27 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
web class 学修(おかえりのうた おはよう
のうた)＋楽典動画 4 本視聴終了 

7/4 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 



7/11 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

7/25 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE107-
A03 

2.科目名 音楽Ⅰ・器楽 (3/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを選択し、課題として与えられた曲群から、指定された曲数を既習するこ
と。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ 1 曲任意 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
コースＡ： 
・弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 
 演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ任意に選択し
た 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
・音楽的知識の基礎を習得する。 
コース B： 
・弾き歌い」課題曲 4 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 演奏表現ができる。 
・ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネアルバム
Ⅰ巻（緩徐楽章を除 
 く）から任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台、90 番台、100 番台からそれ
ぞれ任意に選択した 4 曲 
 について、楽譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
 

19.教科書・教材 

バイエル上・下巻  
ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 



20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
バイエル 10 番台から 20 番台から 4 曲＝8％ 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
ドレミ読みテスト 7％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％    
期末テスト:ソロ曲 10％ ×2 曲＝20％   弾き歌い課題曲＝8％ 
web class 学修(おかえりのうた)3％ 
楽典動画 4 本視聴＋振り返り 12％ 
学修意欲 8％ 
コース B: 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％ 
期末テスト:ソロ曲 10％×4 曲＝40％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/11 

オリエンテーション 
 今までの音楽及び鍵盤楽器経験について、担当教官
と面談を行う 
 各自の問題点を話し合い、学習コースを決定し、中
間テストでのソロ 
自由曲、弾き歌い自由曲を相談・決定する 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する 
バイエル 10 番台から 20 番台の練習  
 

〇学修時間 60 分 
弾き歌い課題(確認テスト) 
WEB CLASS の視聴と練習 
ソロ自由曲、弾き歌い自由曲の練習 
 

4/18 

中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
30 分 
 

4/25 
弾き歌い確認テスト課題曲、中間テストでのソロ自由
曲、弾き歌い自由曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  
30 分 
 

5/2 

弾き歌い確認テスト 
中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  



30 分 
 

5/9 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
楽典課題(A コースのみ)  
 

5/16 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
バイエル 10 番台から 20 番台 4 曲 
終了 
 

5/23 

中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
ドレミ読み終了 
 

5/30 中間テスト(ソロ・弾き歌い) 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/6 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/13 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/20 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/27 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
web class 学修(おかえりのうた おはよう
のうた)＋楽典動画 4 本視聴終了 

7/4 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 



7/11 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

7/25 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE107-
A04 

2.科目名 音楽Ⅰ・器楽 (4/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種保育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを選択し、課題として与えられた曲群から、指定された曲数を既習するこ
と。 
コースＡ： 
確認テスト:「弾き歌い」課題曲 2 曲 
中間テスト:バイエルから任意に選択した 1 曲、弾き歌い自由曲 1 曲 
期末テスト:バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ 1 曲任意 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
コースＡ： 
・弾き歌い」課題曲 3 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 
 演奏表現ができる。 
・バイエルから任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台からそれぞれ任意に選択し
た 2 曲について、楽 
 譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
・音楽的知識の基礎を習得する。 
コース B： 
・弾き歌い」課題曲 4 曲、弾き歌い自由曲 1 曲が歌とピアノのバランスを聴きとりながら、
作品の特徴を⽣かした 演奏表現ができる。 
・ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネアルバム
Ⅰ巻（緩徐楽章を除 
 く）から任意に選択した 1 曲、バイエル 70 番台、80 番台、90 番台、100 番台からそれ
ぞれ任意に選択した 4 曲 
 について、楽譜の形式を理解したうえで、作品内容にふさわしい演奏表現ができる。 
 

19.教科書・教材 

バイエル上・下巻  
ブルグミュラー２５番・１８番練習曲  
ソナチネアルバムⅠ巻 
のうち、自分の演奏レベルにあったものを 1 種類選択して購入する 
こどものうた１００は、演奏レベルにかかわらず、全員が購入する 
  
 



20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

コース A: 
バイエル 10 番台から 20 番台から 4 曲＝8％ 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
ドレミ読みテスト 7％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％    
期末テスト:ソロ曲 10％ ×2 曲＝20％   弾き歌い課題曲＝8％ 
web class 学修(おかえりのうた)3％ 
楽典動画 4 本視聴＋振り返り 12％ 
学修意欲 8％ 
コース B: 
弾き歌い確認テスト:8％×2 曲＝16％ 
中間テスト:ソロ自由曲 10％ 弾き歌い自由曲 8％ 
期末テスト:ソロ曲 10％×4 曲＝40％ 弾き歌い課題曲:8％×2 曲 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/11 

オリエンテーション 
 今までの音楽及び鍵盤楽器経験について、担当教官
と面談を行う 
 各自の問題点を話し合い、学習コースを決定し、中
間テストでのソロ 
自由曲、弾き歌い自由曲を相談・決定する 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する 
バイエル 10 番台から 20 番台の練習  
 

〇学修時間 60 分 
弾き歌い課題(確認テスト) 
WEB CLASS の視聴と練習 
ソロ自由曲、弾き歌い自由曲の練習 
 

4/18 

中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
弾き歌い確認テスト課題曲を WEB CLASS を通して
学修する  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
30 分 
 

4/25 
弾き歌い確認テスト課題曲、中間テストでのソロ自由
曲、弾き歌い自由曲の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  
30 分 
 

5/2 

弾き歌い確認テスト 
中間テストでのソロ自由曲、弾き歌い自由曲の個人レ
ッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴と練習 
楽典課題(A コースのみ)  



30 分 
 

5/9 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
楽典課題(A コースのみ)  
 

5/16 
中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い課題」(確認テスト) 
「弾き歌い自由曲」30 分 
WEB CLASS の視聴 
バイエル 10 番台から 20 番台 4 曲 
終了 
 

5/23 

中間・期末テストでのソロ曲・弾き歌い曲の個人レッ
スン 
ドレミ読み＋楽典動画視聴  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
ドレミ読み終了 
 

5/30 中間テスト(ソロ・弾き歌い) 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/6 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い曲」30 分 
 

6/13 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/20 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

6/27 
期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
web class 学修(おかえりのうた おはよう
のうた)＋楽典動画 4 本視聴終了 

7/4 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 



7/11 期末テスト(ソロ・弾き歌い)の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分 
「弾き歌い自由曲」30 分 
 

7/25 期末テスト(ソロ・弾き歌い) 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE202-
A01 

2.科目名 音楽Ⅳ・器楽 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

講義概要 
 「ソロ曲」におけるピアノ演奏法の知識・技能の習得及び教育現場教材である歌唱曲にお
ける「弾き歌い」技能の習得に向け、個人レッスン及びグループワークを行う。 
  
個人レッスンを受けるに際して、「ソロ曲」については、鍵盤楽器経験に即し以下の 2 つの
コースから一つを音楽Ⅱから継続して選択し、課題として与えられた曲群から、指定された
曲数を既習すること。 
コース A： 
中間テスト:ブルグミュラー25 番練習曲またはブルグミュラー１８番練習曲またはソナチネ
アルバムⅠⅡ巻（緩徐楽章を除く）、ソナタアルバムⅠ巻か 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
・中級レベル程度の作品のピアノ独奏ができる。 
・中級レベル程度の作品の弾き歌いができる。 
・音楽的知識を活用することができる。 
・初見演奏ができる。 
 

19.教科書・教材 

バイエル上・下巻  
ブルグミュラー２５番・１８番・１２番練習曲  
ソナチネアルバムⅠ・Ⅱ巻 
ソナタアルバムⅠ・Ⅱ巻 
より自分の演奏レベルに適した教則本 
こどものうた１００ 

20.参考文献 こどものうた 200 

21.成績評価 

既習曲［ソロ曲］ 6％×3 曲＝18％  
［弾き歌い］3％×7 曲＝21％ 
［弾き歌い］中間テスト 6％（1 曲）＋期末テスト 6％×（3 曲）＝24％ 
［ソロ曲］中間テスト（1 曲）＝12％ 
最終テスト［ソロ曲］12％  
［初見テスト］(B コースのみ)5％ 
［自主練習発表］(A コースのみ)5％ 
［ワークシート］8％  
 

22.コメント 授業以外の練習が不可欠です。しっかりと予習・復習の練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
個人レッスン 
 コースＡ，Ｂから、自分の鍵盤楽器経験にふさわし

〇学修時間【予習】 
 「ソロ曲」予習 30 分 「弾き歌い曲」予



いコースを選択する。 
次回授業での「ソロ曲」「弾き歌い曲」を各自決定す
る。 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスンを行う。 
  
 

習 30 分 
 

 

個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 

「弾き歌い」「ソロ曲」中間テスト 
「弾き歌い自由曲」「ソロ自由曲」を各自暗譜で発表
する。 
  
 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 
 

 
個人レッスン 
「ソロ曲」「弾き歌い曲」の個人レッスン 

〇学修時間【予・復習】 
 「ソロ曲」30 分「弾き歌い曲」30 分 



 

 

ソロ曲・弾き歌い・最終テスト 
 「ソロ曲」「弾き歌い」の最終テストを実施する。 
  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE302-
A71 

2.科目名 音楽Ⅵ・器楽及び指導法 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

音楽ⅠからⅤで学んだ声楽・理論・ピアノ演奏法の知識・技能を基に、まとめ、教育現場に
向けた取り組みとして、一⻫授業・グループワーク・個人レッスンを行う。 
授業以外においても、空き時間を利用して、しっかりと予習・復習を行い、演奏技術の向上
に向けて努力すること 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
・教育現場に向けた弾き歌いの計画・準備・実技ができる。 
・中級レベル作品のピアノ独奏ができる。 
・中級レベル作品の弾き歌いができる。 
・パートナーとディスカッションしながら、連弾作品を完成させることができる。 

19.教科書・教材 

・こどものうた 100 
・バイエル上下巻、ブルグミュラー25 番練習曲、ブルグミュラー18 番練習曲、 
ソナチネⅠⅡ巻、ソナタ等の教則本から自分の演奏レベルに適したもの  
 

20.参考文献  

21.成績評価 

弾き歌い基礎テスト１０％ 
弾き歌いセッション活動１０％ 
弾き歌いセッション振り返りシート１０％ 
連弾発表１０％ 
弾き歌いテスト１０％×２＝２０％   
ソロ曲自主発表テスト１０％×２＝２０％   
ワークシート 
(連弾)１０％(弾き歌い)１０％ 
  
 

22.コメント 授業以外の自主練習が不可欠です。練習に励んでください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

オリエンテーション「音楽Ⅳ」の授業構成について  
ピアノのグループレッスンとして、電子ピアノによる
一⻫授業とグループセッション、ヘッドホンを使用し
た自主学習、 
グランドピアノを使用した個人レッスンを組み合わせ
た授業構成を認識する。 
ソロ曲教則本の選択 
ペアまたは３人になり、連弾曲の担当パートを相談。 
一⻫授業で、連弾曲の担当パートを読譜。 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾
曲の担当パートを試奏する。０．５ｈ 
  
 



弾き歌い曲を決定し、グループセッションで、弾き歌
い曲基礎テストに向けた取り組みを検討する。 
弾き歌いセッション振り返りシートの記入 
  
 

 

グループセッションで、弾き歌い曲基礎テストに向け
た取り組みを確認・検討する。 
ソロ曲個人指導 
相互評価およびルーブリックに基く弾き歌い学習を認
識する。 
一⻫授業＆ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲
担当パートを演奏 
弾き歌いセッション振り返りシートの記入 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

グループセッションで、弾き歌い曲基礎テストに向け
た取り組みを確認・検討する。 
ソロ曲個人指導 
一⻫授業＆ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲
担当パートを演奏 
弾き歌いセッション振り返りシートの記入 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

グループセッション＆弾き歌い曲基礎テストに向けた
個人レッスン 
ソロ曲個人指導 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲担当パート
個人指導。 
弾き歌いセッション振り返りシートの記入 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

グループセッション＆弾き歌い曲基礎テストに向けた
個人レッスン 
ソロ曲個人指導 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲担当パート
個人指導。 
弾き歌いセッション振り返りシートの記入 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

グループセッション＆弾き歌い曲基礎テストに向けた
個人レッスン 
ソロ曲個人指導 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲担当パート
個人指導。 
弾き歌いセッション振り返りシートの記入 
 

★弾き歌いセッション振り返りシート提出 
〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

弾き歌い課題基礎テスト 
弾き歌い曲＆ソロ曲個人レッスン。 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲パートナー
と合わせ練習。 
ワークシートの記入。 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 弾き歌い曲、クリッカーを使用した相互批評学習。 〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲



ソロ曲個人指導 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲パートナー
と合わせ練習。 
ワークシートの記入。 
 

の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

弾き歌い曲＆ソロ曲個人レッスン。 
随時ソロ曲自主発表 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲パートナー
と合わせ練習。 
ワークシートの記入。 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

弾き歌い曲、ルーブリックに基く歌唱パートとの合わ
せ練習 
ソロ曲個人レッスン 
随時ソロ曲自主発表 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲パートナー
と合わせ練習。 
ワークシートの記入。 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲＆連弾曲
の担当パートを練習 １ｈ 
  
 

 

弾き歌い曲、クリッカーを使用した相互批評学習。 
ソロ曲個人指導 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲パートナー
と合わせ練習。 
ワークシートの記入。 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲練習
0.5h 
◎連弾曲パートナーと合わせ練習 0.5ｈ 
  
 

 

弾き歌い曲＆ソロ曲個人レッスン。 
随時ソロ曲自主発表 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲パートナー
と合わせ練習。 
ワークシートの記入。 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲練習
0.5h 
◎連弾曲パートナーと合わせ練習 0.5ｈ 
  
 

 

弾き歌い曲、ルーブリックに基く歌唱パートとの合わ
せ練習 
ソロ曲個人レッスン 
随時ソロ曲自主発表 
ヘッドホンを使用した自主学習で、連弾曲パートナー
と合わせ練習。 
ワークシートの記入。 
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲練習
0.5h 
◎連弾曲パートナーと合わせ練習 0.5ｈ 
  
 

 
ソロ曲＆弾き歌い曲個人レッスン 
随時ソロ曲自主発表  
 

〇［予・復習］ソロ曲＆弾き歌い曲練習
0.5h 
◎連弾曲パートナーと合わせ練習 0.5ｈ 
  
 

 

弾き歌い曲(1 番以上を暗譜) 発表 
連弾発表 
随時ソロ曲自主発表  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

EPE402-
A01 

2.科目名 音楽Ⅷ・器楽 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

音楽ⅠからⅦで学んだ声楽・理論・ピアノ演奏法の知識・技能を基に、まとめ、教育現場に
向けた取り組みとして、一⻫授業・グループワーク・個人レッスンを行う。 
授業以外においても、空き時間を利用して、しっかりと予習・復習を行い、演奏技術の向上
に向けて努力すること。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【専門的知識・技能の活用力】 
・教育現場に向けた弾き歌いができる。 
・教育現場に向けたピアノ独奏ができる。 
・教育現場に向けた歌唱ができる。 
・教育現場に向けた音楽的知識を習得する。 

19.教科書・教材 

・ソロ曲教則本(バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ・ソナタ等) 
 から演奏レベルに適したもの 
・こどものうた 100 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

・ソロ曲・歌唱・練習発表      20％×2＝40％ 
・弾き歌い又歌唱最終発表 20％×2＝ 40％ 
・ソロ曲最終発表  20％   
 

22.コメント 
教育現場に向けて仕上げの時期となります。授業以外の練習に励み、作品演奏が完成するよ
う努力しましょう。 

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

4/8 

■オリエンテーション 
「音楽Ⅷ」の授業構成について  
ピアノのグループレッスンとして、電子ピアノによる
一⻫授業とヘッドホンを使用した自主学習、グランド
ピアノを使用した個人レッスンを組み合わせた授業構
成を認識する。 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲を選曲し、読譜上の問題点
を確認する。 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
試奏する。０．５ｈ 

4/15 
 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の読譜及び個別演奏指導 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇音楽的知識を復習する 0.5h  
 

4/22  〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を



■ソロ曲、弾き歌い自由曲の読譜及び個別演奏指導 
 

練習する。1ｈ 
〇音楽的知識を復習する 0.5h  
 

5/13 
 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の読譜及び個別演奏指導 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇音楽的知識を復習する 0.5h  
 

5/20 

 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の読譜及び個別演奏指導 
  
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇音楽的知識を復習する 0.5h  
 

5/27 
■ソロ曲練習発表① 
■弾き歌い自由曲の個別演奏指導  
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 

6/3 
■ソロ曲練習発表② 
■弾き歌い自由曲の個別演奏指導  
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 

6/10 ■ソロ曲練習発表③ 
■弾き歌い自由曲の個別演奏指導 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇教育現場での取り組みの具体的講話を聴い
て記述する。 0.5h  
 

6/17 
 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の個別演奏指導 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇伴奏づけを復習する 0.5h  
 

6/24 
 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の個別演奏指導 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇伴奏づけを復習する 0.5h  
 

7/1 
 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の個別演奏指導 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇伴奏づけを復習する 0.5h  
 

7/8 
 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の個別演奏指導 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 
〇伴奏づけを復習する 0.5h  
 

7/15 
 
■ソロ曲、弾き歌い自由曲の個別演奏指導 
 

〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 

7/22 ■ソロ曲、弾き歌い自由曲の個別演奏指導 〇［予・復習］ ソロ曲＆弾き歌い自由曲を
練習する。1ｈ 

7/29 
■弾き歌い自由曲発表 
■ソロ曲最終発表  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLC101-
A01 

2.科目名 中国語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 程遠巍 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 この科目に続き、今後中国語Ⅱ も履修し
てください 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 
中国語初心者向けの授業です。初回の授業でオリエンテーションを行いますので、履修希望
者は必ず出席してください。なお、中国語を⺟語とする留学⽣は履修できません。 

17.授業の目的と概要 
中国語の発音から始め、新しい単語や文法事項、コミュニケーションするための簡単な表現
を学んで行きます。練習問題を通して、「学習者中心」のアクティブ・ラーニングを実現す
るような授業展開をします。将来、中国語を学習するための基礎能力を身につけます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（３）多様性理解（5）コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 さらに SDGs のゴール４ すべての
人に包摂的かつ公平な質もの高い教育を確保し、⽣涯学習の機会を促進する、の達成に関連
しています。 
1. HSK１級に合格するレベルの中国語の応用能力を身につける。 
2. 非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができる。 
3. 自分自身のことや日常⽣活に関して、具体的なコミュニケーションを行うことができ
る。 

19.教科書・教材 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版（相原茂・陳淑梅・飯田敦子）朝日出版社（2019） 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。    
                                                                                                              
・ 平常評価（授業課題完成度など）  ５0 点 （学習目標③に対応） 

22.コメント 
復習と予習をしっかりして、仲間とともに積極的に中国語でコミュニケーションをとる練習
をしましょう。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法などについて） 
・講義（第 1 課 声調と単⺟音） 
 

復習：第 1 課の復習 
予習：第２課の予習 

【第 2 回】 第 2 課 声⺟表、無気音、有気音 
復習：第２課の復習 
予習：第３課の予習 

【第 3 回】 第 3 課 ⿐音を伴う⺟音 
復習：第３課の復習 
予習：第４課の予習 

【第 4 回】 第４課 声調変化、教室用語 復習：第４課の復習 
予習：第５課の予習 

【第 5 回】 第５課 どうぞよろしく 
復習：第５課の復習 
予習：第６課の予習 

【第 6 回】 第６課 お名前は 
復習：第６課の復習 
予習：第７課の予習 

【第 7 回】 第７課 ご出身は 復習：第 1 課〜第７課までの復習 



【第 8 回】 これまでの内容の振り返り 予習：第８課の予習 

【第 9 回】 第８課 飲み物は 復習：第８課の復習 
予習：第９課の予習 

【第 10 回】 第９課 おいくつ 
復習：第９課の復習 
予習：第１０課の予習 

【第 1１回】 第 10 課 和食はいかが 
復習：第 1０課の復習 
予習：第１１課の予習 

【第 1２回】 第 11 課 家庭訪問 
復習：第８課〜第１１課の復習 
 

【第 1３回】 総復習 復習：第８課〜第１１課の復習 
 

【第 1４回】 総括レポート これまでの学習の復習 
【第 1５回】 映画鑑賞 これまでの学習の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLC101-
M01 

2.科目名 中国語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 顧琦渊 

5.授業科目の区分 共通教育 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 制限なし 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 
本講義は初めて中国語を学ぶ学⽣を対象とした授業です。 
大学時代で中国語に触れ、日常会話で使う中国語を身につけるだけでなく、中国語検定など
資格を取るための基礎をしっかり作りあげ、そして周りの人より中国のことが詳しくなる。
これを楽しく無理なく習得することが、本講義の目的です。 
コロナ禍で語学ニーズが高まると言われている今、中国語と中国のことについて学ぶこと
は、就職に限らず、将来においてきっとプラスになります。 
具体的には、発音を丁寧に指導することからスタートし、初対面の人・友達と交流するとき
や、観光・買い 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
本講義の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解  （5）コミュニケー
ションスキル、の学修に関連しています。 
本講義の学習目標は次のとおりです 
①中国語の発音（ピンイン）を正しく出来るようになる。 
②中国語で基本的な日常会話や挨拶ができる。 
③中国語の基礎文法を理解し正しく使うことができる。 
④異文化への理解を深めて中国人の暮らし方、考え方などについて述べることができる。 
 

19.教科書・教材 

 
教科書 『新訂 学ビテ時ニ之ヲ習フ』 
著者相原茂/郭雲輝/保坂律子 
出版社 好文出版 
ISBN 4-87220-104-3 
（授業内プリントを適宜に配布、教材なしでも受講可能） 
 

20.参考文献 
 
授業内に適宜紹介 
 

21.成績評価 

 
①授業中の発音、読む練習、トレニンーグへの積極的な参加を求め、これを評価する。  
20%[学習目標①に対応] 
②復習問題（前回の授業内容を確認・復習するための小テスト、１週目、6 週目、14 週目と
15 週目を除いて、毎週実施） ２0% [学習目標①、③に対応] 
③課題：中国語での自己紹介（14 週目） 10% [学習目標①、②、④に対応] 
④総括試験（15 週目、教科書・辞書・ノート等持ち込み可） 50% [学習目標①、③に対応] 
 

22.コメント  



①中国語学習経験ゼロでも受講できます。 
②教科書なしでも毎回に配る資料を使って受講することはできますが、早く上達するために
は教科書の附属 CD を活用し繰り返し練習することを強くすすめます。 
③発音を制すれば中国語の学習は 70％完成したも同然と言われています。時間をかけて指
導しますので、無理なく正しい発音の仕方を身につけることができます。 
④中国語が学べるだけでなく、勉強を通して中国の面⽩い文化や流行を知ることができま
す。 
（中国のラーメンは日本のと違う？いま中国でどんなゲームやアニメが流行っているの？） 
⑤音楽、映画、ドラマ、アニメ、翻訳アプリ、及び SNS アプリといったメディアを多用す
るので、授業で初めて知ってもっと知りたいものがあれば手軽にアクセスすることが出来、
勉強がさらに楽しくなります。 
 

23.オフィスアワー 
 
授業前後の休み時間 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1-2 回 

①オリエンテーション：実は面⽩い？！政治以外の中
国に触れてみましょう！ 
②聞いてみましょう：あの有名な歌や人気アニメが中
国語バージョンになると？ 
③第１課Ⅰ 字音の表し方、声調、単⺟音 
④よく使う挨拶（1） 
 

①できるだけ事前に UNIVERSAL 
PASSPORT から Web シラバスを印刷して、
授業に携帯して下さい。 
②復習：今回の復習及び次回の復習問題の準
備 
③予習：次回の予習 

第 3-4 回 

 
①第１課Ⅱ 復⺟音 
②第２課Ⅰ 無気音と有気音 
③よく使う挨拶（2） 
④読んでみましょう：「杯具」は悲劇？！漢字だから
わかりやすい――中国の面⽩いネット流行語 
 

①今回の復習及び次回の復習問題の準備 
②予習：次回の予習 
 

第 5-6 回 

 
①第２課Ⅱ 反り⾆音、その他の子音 
②よく使う挨拶（3） 
③目で“食べ”てみましょう：中華丼って中国にない
の？日本独自の「創作中華」と日本ではなかなか食べ
ることができない定番中華料理 
 

①今回の復習及び次回の復習問題の準備 
②予習：次回の予習 

第 7-8 回 

 
①第 3 課 ⿐音（ーｎ、ーng） 
②目で“歩いて”みましょう：写真と映像だけでもワク
ワクが止まらない！？地図を見ながら中国散歩 
 

①今回の復習及び次回の復習問題の準備 
②予習：次回の予習 

第 9-10 回 

 
①発音編まとめ 
②聞いて・話してみましょう：ネイティブもびっく
り！実は方言だった言葉集 
 

今回の復習 

第 11-12 回  ①映画の感想 



映画鑑賞 
 

②予習：次回の予習 

第 13-14 回 

 
①第５課（人称代名詞など） 
②見てみましょう：沼落ち者続出？！歴史時代順でみ
る面⽩い中国の歴史・時代劇 
 

①今回の復習及び次回の復習問題の準備 
②予習：次回の予習 

第 15-16 回 

 
①第６課（動詞“是”など） 
②見てみましょう：もしかして中国最もメジャーなサ
ブカルチャー？！中華ファンタジー・「武侠」の世界 
 

①今回の復習及び次回の復習問題の準備 
②予習：次回の予習 

第 17-18 回 

 
①第７課（動詞述語文など） 
②探してみましょう：このゲームってパクリじゃない
の？中国人に影響を与えた日本のサブカルチャーと最
近の中国サブカルチャー事情 
 

①復習：今回の復習及び次回の復習問題の準
備 
②予習：次回の予習 

第 19-20 回 

 
①第８課（存在を表す“有”など） 
②やってみましょう：知れば知るほど面⽩い中国のネ
ット・SNS 事情？中国語で気になるネタを探してみ
よう！ 
 

①復習：今回の復習及び次回の復習問題の準
備 
②予習：次回の予習 

第 21-22 回 

 
①第 5〜8 課復習 
②数の数え方、値段の言い方など 
③短編動画鑑賞 
 

①復習：今回の復習及び次回の復習問題の準
備 
②予習：次回の予習 

第 23-24 回 

 
①第 9 課（親族呼称、所有を表す“有”と数量詞など） 
②簡単会話一二三：家族紹介をやってみよう！ 
③見てみましょう：いろいろ違うから面⽩い！中国の
現代劇に見る中国の家庭事情 
 

①復習：今回の復習及び次回の復習問題の準
備 
②予習：次回の予習 

第 25-26 回 

 
①第 10 課（○○かそれとも××か、いくら・いくつ
を表す時の表現など） 
②簡単会話一二三：レストラン（仮想）で注文をして
みよう！ 
③知っておきましょう：いつかの中国観光や中国語検
定の時に役⽴つアドバイス 
 

①復習：今回の復習 
②オーラルプレゼンテーションの準備 

第 27-28 回 

 
①口頭発表：自己紹介 
②映画鑑賞 
 

①映画の感想 
②復習：総括試験の準備 

第 29-30 回  ①復習：今学期学習内容の整理 



①復習 
②総括試験 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLC101-
Y01 

2.科目名 中国語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 

１年〜４年（全くの初
心者でも履修できま
す。中国語Ⅱが未履修
でも履修できます。）  
ただし、中国語を⺟語
とする中国の留学⽣は
履修が出来ません 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

基本的には講義中心に進めますが、映画や
ドラマや音楽ビデオなどの映像資料も時々
使用します。また、必要に応じてグループ
タスクやディスカッションなども行いま
す。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、初めて中国語を学ぶ入門者のためのコースであり、発音やイントネーションや文
法などの基礎事項の習得を重視します。と同時に、実用性も重視して、旅行や留学などの実
際場面で使える実用的な中国語表現の習得をはかります。授業内容でも書いていますが、実
際に中国に行った時に遭遇するいろいろな場面で使える表現を具体的に勉強していきます。
（秋学期の中国語Ⅱを先に受講した人も受講できます。中国語Ⅱとは、また内容が違いま
す。） 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●基本的な中国語力を身に着けることができる 
●中国社会や文化に対する理解が深まる  
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(5) コミュニケーションスキル 
(6) 専門的知識・技能 の活用力  
 

19.教科書・教材 授業の時に教材を配布します。 

20.参考文献 
NHK ラジオ中国語 
Duolingo 中国語学習アプリ 

21.成績評価 
①２，３週間ごとに行うウェブクラスの小テスト（計 4 回：1 回 10 点）40％、②最終試験
30％、③タスクシート＋Duolingo での課題 20％、④中国語スピーチ 10％ 

22.コメント 

中国語は日本人にとって、とても習得しやすい外国語のひとつです。発音などが少し難しい
と言われていますが、特に英語を勉強したことのある日本人にとってはとても勉強しやすい
です。なぜなら、英語と文法構造がとても似ており、しかも動詞の変化などは、現在完了形
や過去完了形などまである英語ほど複雑ではありません。また、書き言葉で漢字を使用する
のも、小さいころから漢字を学んでいる日本人には勉強しやすい理由のひとつです。 
中国には 13 億の人がいると言われており、海外に散らばっている華僑の多くも中国語を話
します。話者の数だけを見ると、中国語を話す人の人口は世界で最も多いです。また、日本
にとって中国は、経済・文化・政治面でもいろいろと関わりが深い隣国です。そういう国の
言葉である中国語を習得することは、非常に重要です。特に、真の国際人になることをめざ



している人にとって、中国語の習得は今後ますます重要になってくると思います。 
この授業では、映画などの映像資料を時々用いながら、できるだけ楽しめる形で実用的な中
国語を確実に身につけていくことをめざしています。空港や観光地や買い物の時の会話な
ど、実際に中国に行った時に遭遇するいろいろな場面で使える表現を具体的に勉強していき
ます。中国語を初めて学ぶ初心者のための授業ですので、履修しようか迷っている方も気軽
に見学に来てください。中国語を一から学べる授業ですし、秋学期の「中国語Ⅱ」を履修し
てなくても大丈夫ですし、中国語が全く初心者の方でも履修できる授業です。 
授業では、就職活動の時にも役に⽴つ、中国語検定試験（英語検定試験に該当）や HSK 試
験（TOEIC 試験に該当）の資格取得のための情報提供もします。英語関連の語学の資格だけ
でなく、社会的ニーズの高い中国語関連の語学の資格も持っていると、就職活動の時に良い
アピールができるので、こうした語学試験に挑戦する方を全力でサポートします。 

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

第１回 
発音や声調の練習、挨拶と自己紹介に関する表現の練
習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 2 回 
数字とお金に関する表現の練習、一年と天気に関する
表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 3 回 買い物や食事の時に使う表現（値段を尋ねたり、値段
交渉したり、料理を注文する時に使う表現）の練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 4 回 時間・月日に関する表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 5 回 学校訪問・会社訪問などで使う表現の練習、ホテルな
どで使う表現の練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 6 回 中国の友達と交流を深めるための表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 7 回 恋愛・結婚などに関する表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 8 回 健康・エステ関連の表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 9 回 観光などで使う表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 10 回 中国映画の鑑賞  

第 11 回 旧正月を過ごす時などに使う表現の練習、中国伝統文
化に関する表現の練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 12 回 別れを告げる時などに使う表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 13 回 乗り物（タクシーやバスなど）に乗る時に使う表現の
練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 14 回 授業のまとめと復習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 15 回 期末テスト 各自で発音練習や文法の復習をする。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLC101-
Y02 

2.科目名 中国語Ⅰ （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 

１年〜４年（全くの初
心者でも履修できま
す。中国語Ⅰが未履修
でも履修できます。）  
ただし、中国語を⺟語
とする中国の留学⽣は
履修が出来ません 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

基本的には講義中心に進めますが、映画や
ドラマや音楽ビデオなどの映像資料も時々
使用します。また、必要に応じてグループ
タスクやディスカッションなども行いま
す。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、初めて中国語を学ぶ入門者のためのコースであり、発音やイントネーションや文
法などの基礎事項の習得を重視します。と同時に、実用性も重視して、旅行や留学などの実
際場面で使える実用的な中国語表現の習得をはかります。授業内容でも書いていますが、実
際に中国に行った時に遭遇するいろいろな場面で使える表現を具体的に勉強していきます。
（秋学期の中国語Ⅱを先に受講した人も受講できます。中国語Ⅱとは、また内容が違いま
す。） 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●基本的な中国語力を身に着けることができる 
●中国社会や文化に対する理解が深まる  
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(5) コミュニケーションスキル 
(6) 専門的知識・技能 の活用力  
 

19.教科書・教材 授業の時に教材を配布します。 

20.参考文献 
NHK ラジオ中国語 
Duolingo 中国語学習アプリ 

21.成績評価 
①２，３週間ごとに行うウェブクラスの小テスト（計 4 回：1 回 10 点）40％、②最終試験
30％、③タスクシート＋Duolingo での課題 20％、④中国語スピーチ 10％ 

22.コメント 

中国語は日本人にとって、とても習得しやすい外国語のひとつです。発音などが少し難しい
と言われていますが、特に英語を勉強したことのある日本人にとってはとても勉強しやすい
です。なぜなら、英語と文法構造がとても似ており、しかも動詞の変化などは、現在完了形
や過去完了形などまである英語ほど複雑ではありません。また、書き言葉で漢字を使用する
のも、小さいころから漢字を学んでいる日本人には勉強しやすい理由のひとつです。 
中国には 13 億の人がいると言われており、海外に散らばっている華僑の多くも中国語を話
します。話者の数だけを見ると、中国語を話す人の人口は世界で最も多いです。また、日本
にとって中国は、経済・文化・政治面でもいろいろと関わりが深い隣国です。そういう国の
言葉である中国語を習得することは、非常に重要です。特に、真の国際人になることをめざ



している人にとって、中国語の習得は今後ますます重要になってくると思います。 
この授業では、映画などの映像資料を時々用いながら、できるだけ楽しめる形で実用的な中
国語を確実に身につけていくことをめざしています。空港や観光地や買い物の時の会話な
ど、実際に中国に行った時に遭遇するいろいろな場面で使える表現を具体的に勉強していき
ます。中国語を初めて学ぶ初心者のための授業ですので、履修しようか迷っている方も気軽
に見学に来てください。中国語を一から学べる授業ですし、秋学期の「中国語Ⅱ」を履修し
てなくても大丈夫ですし、中国語が全く初心者の方でも履修できる授業です。 
授業では、就職活動の時にも役に⽴つ、中国語検定試験（英語検定試験に該当）や HSK 試
験（TOEIC 試験に該当）の資格取得のための情報提供もします。英語関連の語学の資格だけ
でなく、社会的ニーズの高い中国語関連の語学の資格も持っていると、就職活動の時に良い
アピールができるので、こうした語学試験に挑戦する方を全力でサポートします。 

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

第１回 
発音や声調の練習、挨拶と自己紹介に関する表現の練
習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 2 回 
数字とお金に関する表現の練習、一年と天気に関する
表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 3 回 買い物や食事の時に使う表現（値段を尋ねたり、値段
交渉したり、料理を注文する時に使う表現）の練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 4 回 時間・月日に関する表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 5 回 学校訪問・会社訪問などで使う表現の練習、ホテルな
どで使う表現の練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 6 回 中国の友達と交流を深めるための表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 7 回 恋愛・結婚などに関する表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 8 回 健康・エステ関連の表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 9 回 観光などで使う表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 10 回 中国映画の鑑賞  

第 11 回 旧正月を過ごす時などに使う表現の練習、中国伝統文
化に関する表現の練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 12 回 別れを告げる時などに使う表現の練習 各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 13 回 乗り物（タクシーやバスなど）に乗る時に使う表現の
練習 

各自で発音練習や文法の復習をする。 

第 14 回 授業のまとめと復習 各自で発音練習や文法の復習をする。 
第 15 回 期末テスト 各自で発音練習や文法の復習をする。 



1.授業
コード 
（ナン
バリン
グ） 

FLC202-Y01 2.科目名 中国語基礎 1 3.単位数 2 

4.授業
担当教
員 

田中智子、劉争 

5.授業
科目の
区分 

展開（第二外国語） 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修
可能な
専攻 

 9.履修学年 ２年〜 

10.取得
資格の
要件 

 11.先修条件 

先行して履修すべき科目はないが、秋学期に
は引き続き中国語基礎２を履修すること。 
また、「中国語基礎１」の内容の理解をより深
め、中国語の実践力を身につけるためには、
並行して「中国語コミュニケーション１」を
履修することが望ましい。 
 

12.研究
室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Addres
s 

※ 15.授業形態 演習 

16.履修
制限 

中国語を⺟語とする留学⽣は履修できません。 
履修希望者が２０名を超える場合は、前学期までの累積 GPA や出席状況、履修動機に基づいて選抜を行う
こともあります。 

17.授業
の目的
と概要 

【目的】 
中国語を初めて勉強する人が基礎知識を身につけることを目的にしています。 
【概要】 
授業は教科書に基づき、ネイティブ講師と日本人講師がペアで進めます。 
発音練習や口頭練習（暗唱）、リスニング練習を重視し、丁寧に指導します。また、中国語の発音表記につ
いても習熟することを目指します。この授業を履修すると、中国語の発展的な学びにつながる基礎が身に
つき、将来中国語圏に留学したり、インターンシップに行ったり、仕事で必要になった時などに役⽴ちま
す。 

18.学習
目標と 
 ＤＰ
との関
連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、（３）多様性理解、（５）コミュニケーションスキ
ル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は、次のとおりです。 
１）基本的な単語は、ピンイン（中国語の発音表記）を見て発音できる。 
２）中国語で簡単な挨拶や自己紹介ができる。 
３）相手の年齢や国籍、時間など、中国語で簡単な質問ができる。 
４）基本的な文が簡体字を使って書ける 
５）中国文化に対して興味・関心が持てるようになる。 

19.教科 New Practical Chinese Reader vol.1《新?用???本》第三版 



書・教
材 

{New Practical Chinese Reader vol.1《新?用???本》第三
版,https://www.amazon.co.jp/gp/product/756194277X/ref=ppx̲yo̲dt̲b̲asin̲title̲o03̲s00?ie=UTF8
&psc=1} 
書虫←今はこちらのネット書店が少し安いです。 
{https://www.frelax.com/cgilocal/getite 

20.参考
文献 授業中に適宜紹介 

21.成績
評価 

第５回 発音のまとめテスト・・・1０点（学習目標①に対応） 
毎回の小テスト（第１回、４回、２５回、２６回、２９回、３０回除く）各２点（６０点以上２点、６０
点未満３０点以上１点、３０点未満または未受験０点）×２５回＝５０点（学習目標①、③、④に対応） 
校外学習「事前学習の発表（５点）＋及び見学のふりかえりレポート（５点）」 ・・・10 点（学習目標
⑤に対応）   
第１９回実施 総括試験①「口頭試験」…１５点（学習目標②、③に対応） 
第２０回実施 総括試験②「筆記試験」…１５点（学習目標④に対応） 
全部の成績 

22.コメ
ント 

観光業界を目指す人にとって、英語の他にもう一つ別の言語ができることは大きな強みになります。週２
回〜４回（「コミュニケーション」の科目も履修する人）の授業で「必ず使える」中国語の力を身につけま
しょう。また、１年間の学習の集大成として、冬学期には HSK（中国政府が認定している国際的な中国語
検定試験）の基礎レベル（２〜３級）の合格を目指します。 
下記のオフィス・アワーを積極的に活用し、中国語の力を伸ばしましょう。 
また、わからないところはすぐに質問に来るようにしましょう。 

23.オフ
ィスア
ワー 

劉争 月曜日昼（学習支援センター）、木曜日昼（研究室） 
田中智子（※山手キャンパス学修支援センター オフィス・アワー） 
（予定）春学期：水曜日 昼休み 

24.授
業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1
回】 
【第 2
回】 

【第１回】 
オリエンテーション、発音編第１課（第一部分） 
【第２回】 
・朗読チェック（１） 
反転授業：「発音編１課 （第２部分、第３部分）」 
 

【第１回】 
復習：①教科書の音声をダウンロードし、真似
をしながら学習したところを繰り返し朗読す
る。②余裕がある人は、教科書の英語の説明を
読んでみる。 
予習：教科書 p5,p6 の絵を見ながら、音声を聞
いて音を真似する。何を話しているか、想像し
てみる。 
【第２回】 
復習：①教科書の音声をダウンロードし、真似
をしながら学習したところを繰り返し朗読す
る。②余裕がある人は、教科書の英語の説明を
読んでみる。 
予習：教科書 p21,p22 の絵を見ながら、音声を
聞いて音を真似する。何を話しているか、想像
してみる。 

【第 3
回】 
【第 4
回】 

【第３回】 
朗読チェック（２） 
反転授業：「発音編２課 （第１部分、第２部分）」 
【第４回】 
「発音のまとめテスト」（聞き取り） 

【第３回】 
復習：①教科書の音声をダウンロードし、真似
をしながら学習したところを繰り返し朗読す
る。②余裕がある人は、教科書の英語の説明を
読んでみる。 



e-learning 教材（Quizlet）の使い方説明 【第４回】 
復習：できなかったところをもう一度見直す。 
予習：①教科書 42 ページの人物紹介を見てお
く。②44 ページの第 1 課本文の動画をみる。発
音を真似する。×２回（＊教科書の QR コード
から動画のサイトに行くことができる）③クイ
ズレットで新しい単語を予習しておく。 

【第 5
回】 
【第 6
回】 
 

【第５回】 
単語チェック（１） 
反転授業：「本編第１課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
【第６回】 
・キーセンテンスのチェック（１） 
反転授業：「本編第１課 （三 ?言点）」（文法の学習） 
 

【第５回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：p48 キーセンテンスが読めて、中国語で
書けて、意味が言えるようにする。 
【第６回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第１課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 

【第 7
回】 
【第 8
回】 
 

 
【第７回】 
・復習テスト（１） 
反転授業：「第１課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
【第８回】 
補充単語チェック（１） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 

【第７回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
【第８回】 
予習：①64,68 ページの第 2 課本文の動画をみ
る。発音を真似する。×２回 ②クイズレット
で新しい単語を予習しておく。 

【第９
回】 
【第１
０回】 
 

【第９回】 
単語チェック（２） 
反転授業：「本編第２課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
【第１０回】 
キーセンテンスのチェック（２） 
反転授業：「本編第２課 （三 ?言点）」（文法の学習） 

【第９回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：p71 キーセンテンスが読めて、中国語で
書けて、意味が言えるようにする。 
【第１０回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第２課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 

【第１
１回】 
【第１
２回】 

【第１１回】 
復習テスト（２） 
反転授業：「第２課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
【第１２回】 
補充単語チェック（２） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 

【第１１回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
【第１２回】 
予習：①89,92 ページの第 2 課本文の動画をみ
る。発音を真似する。×２回 ②クイズレット
で新しい単語を予習しておく。 

【第１
３回】 

【第１３回】 
単語チェック（３） 

【第１３回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の



【第１
４回】 

反転授業：「本編第３課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
【第１４回】 
キーセンテンスのチェック（３） 
反転授業：「本編第３課 （三 ?言点）」（文法の学習） 

確認。 
予習：p95 キーセンテンスが読めて、中国語で
書けて、意味が言えるようにする。 
【第１４回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第３課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 

【第１
５回】 
【第１
６回】 
 

【第１５回】 
復習テスト（３） 
反転授業：「第３課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
【第１６回】 
補充単語チェック（３） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 

【第１５回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
【第１６回】 
予習：①114,117 ページの第４課本文の動画を
みる。発音を真似する。×２回 ②クイズレッ
トで新しい単語を予習しておく。 
 

【第１
７回】 
【第１
８回】 

【第１７回】 
単語チェック（４） 
反転授業：「本編第４課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
【第１８回】 
・キーセンテンスのチェック（４） 
反転授業：「本編第４課 （三 ?言点）」（文法の学習） 

【第１７回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：p95 キーセンテンスが読めて、中国語で
書けて、意味が言えるようにする。 
【第１８回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第４課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 
 

【第１
９回】 
【第２
０回】 

【第１９回】 
復習テスト（４） 
反転授業：「第４課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
【第２０回】 
補充単語チェック（４） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 

【第１９回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
【第２０回】 
予習：①139,143 ページの第５課本文の動画を
みる。発音を真似する。×２回 ②クイズレッ
トで新しい単語を予習しておく。 
 

【第２
１回】 
【第２
２回】 

【第２１回】 
単語チェック（５） 
反転授業：「本編第５課 （本文一、二）」（本文の意味
と朗読） 
【第２２回】 
・キーセンテンスのチェック（５） 
反転授業：「本編第５課 （三 ?言点）」（文法の学習） 

【第２１回】 
復習：今回学習したところを発音練習。意味の
確認。 
予習：p146 キーセンテンスが読めて、中国語
で書けて、意味が言えるようにする。 
【第２２回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
予習：クイズレットで補充単語を予習してお
く。「第５課 四の（１）発音練習、（２）会話練
習」を予習しておく。 



【第２
３回】 
【第２
４回】 

【第２３回】 
復習テスト（５） 
反転授業：「第５課 四（１）発音練習、（２）会話練
習」 
【第２４回】 
補充単語チェック（５） 
グループワーク：グループで会話を作り、練習する。最
後にみんなの前で発表する。 

【第２３回】 
復習：今回の練習を発音したり、書いたりしな
がら復習する。 
【第２４回】 
課題：中国人の宗教について調べる。調べたこ
とは次の授業で発表する。 

【第２
５回】 
【第２
６回】 

【第２５回】 
復習テスト（６） 
プレゼンテーション：中国人の宗教 
【第２６回】フィールドワーク：関帝廟見学 
 

【第２５回】 
今回学習したことをノートにまとめる。 
【第２６回】 
見学してわかったことを小レポートにまとめ
る。Webclass を通して提出する。 

【第２
７回】 
【第２
８回】 

【第２７回】復習（１） 
模擬試験 
【第２８回】復習（２） 
模擬試験 
 

できなかったところを見直す。 

【第２
９回】 
【第３
０回】 

【第２９回】ふりかえり、総括試験（口頭試験） 
【第３０回】ふりかえり、総括試験（筆記試験） 

できなかったところを復習する。 



1.授業コ
ード 
（ナンバ
リング） 

FLC204-Y01 2.科目名 中国語コミュニケーション 1 3.単位数 2 

4.授業担
当教員 

田中智子、劉争 

5.授業科
目の区分 

 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可
能な専攻 

 9.履修学年  

10.取得
資格の要
件 

 11.先修条件 

先行して履修すべき科目はないが、並行して
必ず「中国語基礎１」を履修すること。 
また、中国語の基礎的実践力を完成させるた
めには、引き続き秋学期に「中国語コミュニ
ケーション２」を履修することが望ましい。 

12.研究
室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Address 

※ 15.授業形態  

16.履修
制限 

中国語を⺟語とする留学⽣は履修できません。 
履修希望者が２０名を超える場合は、前学期までの累積 GPA や出席状況、履修動機に基づいて選抜を行
うこともあります。 

17.授業
の目的と
概要 

【目的】 
初めて中国語を学ぶ人が、より高い実践力を身につけることを目的にしています。 
【概要】 
授業は教科書に基づき、ネイティブ講師と日本人講師がペアで行います。授業はなるべく日本語を使わ
ず（英語または中国語）進めます。 
「中国語基礎Ⅰ」で学んだ知識をもとに、口頭練習、リスニング練習を行います。この授業を履修する
と、基礎的な中国語がよりスムーズに話せたり、聞いて理解したりできるようになり、グローバル・リ
サーチやグローバルスタディで、現地の人と交流するときに役⽴ちます。 

18.学習
目標と 
 ＤＰと
の関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、（３）多様性理解、（５）コミュニケーションス
キル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は、次のとおりです。 
１）ローマ字発音表記と発音を結びつけることができる。 
２）簡単な挨拶や自己紹介がスムーズにできる。 
３）相手の年齢や国籍、時間などに関する簡単な質問がスムーズにできる。 
４）習った単語や表現を用いて、実際の状況を想定した応用的な会話ができる。 
５）基本的な文が簡体字を使って書ける。 
６）簡単な文章が読んで理解できる。 
 

19.教科
書・教材 

New Practical Chinese Reader vol.1《新?用???本》第三版 
{New Practical Chinese Reader 
vol.1,https://www.amazon.co.jp/gp/product/756194277X/ref=ppx̲yo̲dt̲b̲asin̲title̲o03̲s00?ie=U
TF8&psc=1} 
上記 Amazon サイトなどで、各自購入してください。 
※いくつか版がありますので、最新の第３版を購入するよう注意してください。 



このほか、適宜授業中 
20.参考
文献 

授業中に適宜紹介 

21.成績
評価 

第５回 発音のまとめテスト・・・1０点（学習目標①に対応） 
小テスト 各５点（８０点以上５点、６０点以上８０点未満３点、６０点未満３０点以上１点、３０点
未満または欠席０点）×１０回＝５０点（学習目標②、③、④に対応） 
第１９回実施 総括試験①「口頭試験」…２０点（学習目標②、③、④に対応） 
第２０回実施 総括試験②「筆記試験」…２０点（学習目標⑤、⑥に対応） 
全部の成績の合計が６０点以上の場合、合格とする。 

22.コメ
ント 

観光業界を目指す人にとって、英語の他にもう一つ別の言語ができることは大きな強みになります。週
２回〜４回（「コミュニケーション」の科目も履修する人）の授業で「必ず使える」中国語の力を身につ
けましょう。また、１年間の学習の集大成として、冬学期には HSK（中国政府が認定している国際的な
中国語検定試験）の基礎レベル（２〜３級）の合格を目指します。 
下記のオフィス・アワーを積極的に活用し、中国語の力を伸ばしましょう。 
また、わからないところはすぐに質問に来るようにしましょう。 

23.オフ
ィスアワ
ー 

劉争 月曜日昼 学習支援センター 
   木曜日昼 研究室 
田中智子（※山手キャンパス学修支援センター オフィス・アワー） 
（予定）春学期：水曜日 昼休み 

24.授
業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1
回】 
【第 2
回】 

【第１回】 
授業オリエンテーション、発音編第１課（第一〜第三
部分） 
復習  
①教科書の音声をダウンロードし、真似をしながら学
習したところを繰り返し朗読する。 
②学習したところをノートに整理する。 
【第２回】 
（復習）朗読チェック（１） 
反転授業：発音編第１課（第四部分） 
 

【第１回】 
復習：①教科書の音声をダウンロードし、真似
をしながら学習したところを繰り返し朗読す
る。②学習したところをノートに整理する。 
予習：教科書 p12 の絵を見ながら、音声を聞い
て音を真似する。何を話しているか、想像して
みる。 
【第２回】 
復習：①教科書の音声をダウンロードし、真似
をしながら学習したところを繰り返し朗読す
る。②学習したところをノートに整理する。 

【第 3
回】 
【第 4
回】 

【第３回】 
発音編 第２課（第一〜第三部分） 
【第４回】 
（復習）朗読チェック（１） 
反転授業：発音編第２課（第四部分） 

【第３回】 
復習：①教科書の音声をダウンロードし、真似
をしながら学習したところを繰り返し朗読す
る。②学習したところをノートに整理する。 
予習：教科書 p31-32 の絵を見ながら、音声を聞
いて音を真似する。何を話しているか、想像し
てみる。 
【第４回】 
復習：①教科書の音声をダウンロードし、真似
をしながら学習したところを繰り返し朗読す
る。 
②学習したところをノートに整理する。 

【第 5
回】 
【第 6

【第５回】 
発音のまとめ、小テスト（聞き取り） 
【第６回】 

【第５回】 
復習：できなかったところをもう一度見直す。 
【第６回】 



回】 
 

（復習）本編第 1 課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第 1 課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 

復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②Quizlet を用いて補充単語を覚える。 
③四（練習と運用）の３の会話を暗唱する。 

【第 7
回】 
【第 8
回】 
 

【第７回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
・本編第 1 課 四（練習と運用）５、６ 
【第８回】 
本編第 1 課 文法のワーク 

【第７回】 
復習：中国人留学⽣または中国人の先⽣を探し
て、本編第 1 課 四（練習と運用）５を実践す
る。 
【第８回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 

【第９
回】 
【第１
０回】 
 

第９回】 
本編第 1 課 四（練習と運用）文化知識 
【第１０回】 
（復習）本編第２課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第２課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 

【第９回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第１０回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 

【第１
１回】 
【第１
２回】 

【第１１回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
グループワーク：本編第２課 四（練習と運用）５、
６、７ 
【第１２回】 
本編第２課 文法のワーク 

【第１１回】 
復習：学習したことを整理する。 
【第１２回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 

【第１
３回】 
【第１
４回】 

【第１３回】 
本編第２課 四（練習と運用）文化知識 
【第１４回】 
（復習）本編第３課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第３課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 
 

【第１３回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第１４回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 
 

【第１
５回】 
【第１
６回】 
 

【第１５回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
グループワーク：本編第３課 四（練習と運用）５、
６ 
【第１６回】 
本編第３課 文法のワーク 

【第１５回】 
復習：学習したことを整理する。 
【第１６回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 
 

【第１
７回】 
【第１
８回】 

【第１７回】 
本編第３課 四（練習と運用）文化知識 
【第１８回】 
（復習）本編第４課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第４課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 
 

【第１７回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第１８回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 
 

【第１
９回】 

【第１９回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 

【第１９回】 
復習：学習したことを整理する。 



【第２
０回】 

グループワーク：本編第４課 四（練習と運用）５、
６ 
【第２０回】 
本編第４課 文法のワーク 
 

【第２０回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 
 

【第２
１回】 
【第２
２回】 

 
【第２１回】 
本編第４課 四（練習と運用）文化知識 
【第２２回】 
（復習）本編第５課 文法のポイント ふりかえり小テ
スト 
聞き取りのワーク 
本編第３課 四（練習と運用）補充単語、３、４ 
 

【第２１回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第２２回】 
復習：①今回間違えたところをもう一度やって
みる。②補充単語を復習して覚える。③四（練
習と運用）の３の会話を暗唱する。 
 

【第２
３回】 
【第２
４回】 

【第２３回】 
・四（練習と運用）の３の会話の暗唱テスト 
グループワーク：本編第５課 四（練習と運用）５、
６ 
【第２４回】 
本編第５課 文法のワーク 
 

【第２３回】 
復習：中国人の留学⽣か先⽣に干支を聞いてみ
る。 
【第２４回】 
復習：今回間違えたところをもう一度やってみ
る。 

【第２
５回】 
【第２
６回】 

第２５回】 
本編第５課 四（練習と運用）文化知識 
【第２６回】復習（１） 

【第２５回】 
復習：今回学習したことをノートにまとめる。
関連する資料を調べてみる。 
【第２６回】 
できなかったところを復習する。 

【第２
７回】 
【第２
８回】 

【第２７回】復習（２） 
模擬試験 
【第２８回】復習（３） 
模擬試験 
 

【第２７回】 
復習：できなかったところを見直す。 
【第２８回】 
復習：できなかったところを見直す。 

【第２
９回】 
【第３
０回】 

【第２９回】ふりかえり、総括試験（口頭試験） 
【第３０回】ふりかえり、総括試験（筆記試験） 

【第２９回】 
できなかったところを復習する。 
【第３０回】 
できなかったところを復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A01 

2.科目名 基礎英語 (1/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、三好徹明 

5.授業科目の区分 基盤教育英語科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 尼崎キャンパスの学⽣ 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 

16.履修制限 ★教務課発表の掲示で、受講するクラスを必ず確認の上、履修登録してください。  
★この科目を再履修する場合は、再履修クラスで必ず履修登録してください。 

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar 中間テスト 15 点 期末テスト 15 点 通常点 10 点（計 40 点） 
Activity 中間テスト 15 点 期末テスト 15 点 通常点 10 点（計 40 点） 
TOEIC Bridge Test 20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 三好 春学期月曜日 3 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 

 



Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前

 



半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A02 

2.科目名 基礎英語 (2/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、岡田房子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 

 



Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前

 



半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A03 

2.科目名 基礎英語 (3/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、Ian Matthew Allensworth 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 



第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

 

第 14 週 Grammar：Unit 9 受動態(2)  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A04 

2.科目名 基礎英語 (4/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb、有村久男 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1 (4th Edition) （Oxford University Press） ISBN 978-0-19-
406099-8 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 /  



Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A05 

2.科目名 基礎英語 (5/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男、佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 

 



Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前

 



半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A06 

2.科目名 基礎英語 (6/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中川佳保、John Snelling 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 

 



Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 

 



Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A07 

2.科目名 基礎英語 (7/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉、Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1 (4th Edition) （Oxford University Press） ISBN 978-0-19-
406099-8 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 

 



Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前

 



半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
A08 

2.科目名 基礎英語 (8/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Randall Conners、丸橋良雄 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する。 

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 

 



Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 

 



Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
M01 

2.科目名 基礎英語 (1/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、Colin Rogers 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 



第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

 

第 14 週 Grammar：Unit 9 受動態(2)  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
M02 

2.科目名 基礎英語 (2/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 原良子、福地美奈子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
Activity：   40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 

 



Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 

 



Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
M03 

2.科目名 基礎英語 (3/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山雅彦、原良子 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
Activity：   40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 /  



Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
M04 

2.科目名 基礎英語 (4/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 原良子、Colin Rogers 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
Activity：   40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 

 



Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 

 



Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
M05 

2.科目名 基礎英語 (5/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 家村雅子、福地美奈子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。 
100 点満点を 20 点に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 

 



（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
M06 

2.科目名 基礎英語 (6/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、原良子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 



第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

 

第 14 週 Grammar：Unit 9 受動態(2)  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y01 

2.科目名 基礎英語 （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、Colin Rogers 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
 ＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
 時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 

 



Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前

 



半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y02 

2.科目名 基礎英語 （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb、服部拓哉 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1 (4th Edition) （Oxford University Press） ISBN 978-0-19-
406099-8 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 

 



Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト  

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前

 



半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y03 

2.科目名 基礎英語 （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 John Snelling、佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 
 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 

 



Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 

 



Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y04 

2.科目名 基礎英語 （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉、中川佳保 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 

 



（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

 



第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y05 

2.科目名 基礎英語 （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男、Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1 (4th Edition)（Oxford University Press）ISBN 978-0-19-
406099-8 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 
Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 /  



Unit 8.4 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y06 

2.科目名 基礎英語 （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Ian Matthew Allensworth、川部純⺒ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 

 



Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 

 



Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE101-
Y07 

2.科目名 基礎英語 （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男、POPOVA EKATERINA 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity：Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 0 基礎の確
認（品詞／英音法） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 0.1 / Unit 0.2 / 
Unit 0.3 / Unit 0.4 / Unit 0.5 / Unit 0.6 / Unit 0.7 
Activity：オリエンテーション 
Useful Classroom English 
Unit 01 "Nice to meet you!"前半 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 / 

 



Unit 1.4 / Unit 1.6 
Activity: Unit 01 "Nice to meet you!"後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 2.1 / Unit 2.2 / 
Unit 2.5 / Unit 2.6 
Activity： Unit 02 "What do you do?" 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 3 第 3 文型（SV0）・現在進行形／
助動詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.3 / 
Unit 3.5 / Unit 3.6 
Activity：Unit 2 "What do you do?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 / 
Unit 4.3 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.4 / Unit 4.5 
Activity：Unit 03 "Do you like noodles?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 
Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 
Activity：Bonus (Units 1 - 3) 

 

第 8 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 5 第 5 文型（SVOC） 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.3 / Unit 5.4 / 
Unit 5.5 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 前
半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.2 / Unit 6.4 
Activity：Unit 04 "How often do you exercise?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 
Grammar：Unit 6 疑問視(1)疑問代名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.6 / Unit 6.8 
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 7 疑問視(2)疑問形容詞・疑問副詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.5 / Unit 7.6 
/Unit 7.7  
Activity：Unit 05 "I'm listening to music." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 8 受動態(1) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.4 

 



Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 前
半 

第 14 週 

Grammar：Unit 9 受動態(2) 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.1 / Unit 9.2 
Activity：Unit 06 "Where were you yesterday?" 後
半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
A01 

2.科目名 総合英語Ⅰ (再) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中川佳保、Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

最終的に TOEIC Bridge Test で 140 点をクリアする。 

19.教科書・教材 Grammar:『英語のハノン──やりなおし英文法スーパードリル』筑摩書房 
20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 
通常点 40 点 
中間テスト 40 点 
TOEIC Bridge Test 20 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー なし。授業前後に対応、また email で対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar:オリエンテーション・Unit 0 基礎の確認
（品詞／英音法） 
Activity：Unit 1 主語と動詞の一致 
 

 

第 2 週 
Grammar:Unit 1 第 1 文型（SV）・現在形 
Activity：Unit 2 ハイフンでつくる複合形容詞  

第 3 週 
Grammar:Unit 2 第 2 文型（SVC）・過去形 
Activity：Unit 3 自動詞と他動詞 
 

 

第 4 週 
Grammar:Unit 3 第 3 文型（SVO） 現在進行形／
助動詞 
Activity：Unit 4 可算名詞と不加算名詞 

 

第 5 週 
Grammar:Unit 4 第 4 文型（SVOO） 4.1-4.3 
Activity：Unit 5 時制の一致 

 

第 6 週 
Grammar:Grammar:Unit 4 第 4 文型（SVOO） 
4.4-4.5 
Activity：Unit 6 接続詞 

 

第 7 週 
Grammar:中間テストとフィードバック 
Activity：Unit 7 現在完了形と現在完了進行形  

第 8 週 
Grammar:Unit 5 第 5 文型（SVOC） 5.1-5.3 
Activity: 中間テストとフィードバック  

第 9 週 Grammar:Unit 5 第 5 文型（SVOC） 5.4-5.5 
Activity： Unit 8 イディオムⅠ 

 



第 10 週 
Grammar:Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 6.1-6.4 
Activity：Unit 9 It の構文 

 

第 11 週 
Grammar:Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 6.4 第 5 文
型（SVOC） 6.5-6.8 
Activity：Unit 10 比較級 

 

第 12 週 
Grammar:Unit 7 疑問形容詞・疑問副詞 
Activity：Unit 11 注意すべき助動詞と慣用表現  

第 13 週 
Grammar:Unit 8 受動態(1) 
Activity：Unit 12 イディオムⅡ  

第 14 週 Grammar:Unit 8 受動態(2) 
Activity：Unit 13 不定詞と動名詞 

 

第 15 週 
Grammar:TOEIC Bridge Test 
Activity： 最終テストとフィードバック 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
M01 

2.科目名 総合英語Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 原良子、家村雅子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
本科目は、英語の語彙の拡大・増強を目的とします。情報を正しく理解するために文法事項
を復習しながら、読解力の向上を図ります。また、同時に英語で英文を読む楽しさを味わい
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①英語の文法事項が確認できる。 
②英語の語彙範囲を拡大することができる。 
③英語独特の表現が理解できる。 
④英文情報が正しく理解できる。。 

19.教科書・教材 

◎月曜日のテキスト：家村雅子担当 
English Sounds, English Minds、杉森幹彦、他共著、金星堂 
ISBN978-4-7647-3938-3 
◎木曜日のテキスト：原良子担当 
A Healthy Life for Today and Tomorrow、 英米文化学会 赤木大介、石川英司、他共著、 
（株）朝日出版社 
ISBN978-4-255-15670-5 

20.参考文献 「英語のハノン・初級」（筑摩書房）、英和・和英（英英）辞書、電子辞書など 

21.成績評価 

成績評価については、月曜日（50％）と木曜日（50％）で行います。 
・授業内活動（遠隔授業の参加）    30％  （学習目標①②に対応） 
・語彙&表現の復習クイズ                30％  （学習目標①②③④ふりかえり） 
・総括試験     40％ （総括とふりかえり） 
良識を持ち、前向きな姿勢で授業に臨んでください。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で受講⽣からの質問に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

[第１回] 

[第１回] オリエンテーション  
            （本授業の目的、内容、評価基準、授業
の進め方、 
               受講上の留意点などについて） 
 

[第１回]   
予習： 次回の予習 

[第２回] 
[第２回] Unit 1:  英語のアクセント（単語・句） 
  
[第２回] Unit 1:  General ideas of health 

[第２回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第３回] 

[第 3 回] Unit 2:  英語のリズム（内容語と機能語） 
[第 3 回] Unit 2:  Polyphenol   
                          
 

[第３回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第４回] [第 4 回] Unit 3:  紛らわしい⺟音（1）  [第４回]   



                 
[第 4 回] Unit 3:  Reducing your smartphone use 
 

復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第５回] 

[第 5 回] Unit 4: 紛らわしい⺟音（2） 
[第 5 回] Units 1 - 3 の復習 （語彙、表現、文法事
項の復習） 
 

[第５回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第６回] 
[第 6 回] Unit 5: 紛らわしい子音（1） 
[第 6 回] Unit 4: AI in healthcare  
 

[第６回]  
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第７回] 

[第 7 回] Unit 6: 紛らわしい子音（2）  
          
[第 7 回] Unit 5:  Japan's school lunch 
 

[第７回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第８回] 

[第 8 回] Unit 7: 紛らわしい子音（3）と半⺟音     
[第 8 回] Unit 6:  Avoiding foods with hidden 
sugar 
                           
 

[第８回]  
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第９回] 

[第 9 回] Unit 8: つながって聞こえる音（連結） 
       
[第 9 回]    Units 4 - 6 の復習  (語彙、表現、文法
事項の復習) 

[第９回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１０回] 

[第 10 回] Unit 9: 変化して聞こえる音（同化）   
                                      
[第 10 回] Unit 7:  Periodontal disease 
 

[第１０回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１１回] 
[第 11 回] Unit 10: 聞こえなくなる音（1）（単語間
の連結）  
[第 11 回] Unit 8:  Creative lifestyle 

[第１１回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１２回] 
[第 12 回] Unit 11: 聞こえなくなる音（2）（単語内
の脱落・短縮形）  
[第 12 回] Unit 9:  The power of pets 

[第１２回]   
復習： 今回の復習及び授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１３回] 

[第 13 回] Unit 12: 英語のイントネーション（1）  
                                
[第 13 回] Units 7 - 9 の復習 （語彙、表現、文法
事項の復習） 

[第１３回]   
予習： 次回の予習 

[第１４回] 
[第 14 回] Unit 13: 英語のイントネーション（2）   
   
[第 14 回] Units 1 - 9 の総復習とまとめ 

[第１４回]   
復習：これまでの見直し 

[第１５回] [第 15 回] 総括試験と振り返り 
[第１５回]  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y01 

2.科目名 総合英語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 和泉有⾹ 

5.授業科目の区分 共通 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２年⽣ 

10.取得資格の要件 
英検準２級に合格している
ことが望ましい 11.先修条件 なし 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでに学んだ知識を元にして、読解・聴解・英作文・英語応答の 4 分野につい
て総合的な力を付け、英検２級合格に合格することを目的とする。 
【概要】英検２級に出題された問題を使い、実際的な訓練を行う。原則として毎回の授業で
読解と聴解の 2 分野をバランス良く学習する。また基本的に毎回、単語チェックを行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。外国語
を学ぶことは、その言語を使う人々や使われている地域を理解することであり、その意味
で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。  
【学習目標】 
英語を使う上で基礎となる英検２級合格レベルの力を付けるために、以下を目標とする。 
・RLSW の四技能全てをバランス良く磨く。 
・解答根拠を示せるのに十分な読解力と思考力を日・英ともに伸ばす。 
・単語を覚えることを日課の１つとして捉えられるようになる。 

19.教科書・教材 2022 年度版英検２級過去問レビュー（河合出版） 
20.参考文献 必要に応じて授業中に紹介する 

21.成績評価 
中間テスト 4０点 
期末テスト 4０点 
通常点２０点（毎回の単語チェック、授業参加姿勢など） 

22.コメント 

・教科書を購入していない学⽣は、評価の対象外とします。 
・対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員が指示をする場合を除き、原則
禁止とします。 
・授業内容（進度）は実情に合わせて柔軟に調整します。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 
第１回、第２回：オリエンテーション、2020 年第３
回大問 2／Listening Part 1 
 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第２週 
第３回、第４回：２０２0 年第３回大問 3／Listening 
Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第３週 
第５回、第６回：２０２１年第 3 回大問 1,4／
Listening Part 1 
 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第４週 
第７回、第８回：2021 年第１回大問 2／Listening 
Part 1 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第５週 第９回、第１０回：2021 年第１回大問 3／Listening 読解：使用箇所の和訳確認と音読 



Part 2 聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第６週 第 11 回、第 12 回：2021 年第 1 回大問 1, 4／
Listening Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第７週 
第 13 回、第 14 回：2021 年第 2 回大問２／Listenig 
Part 1 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第８週 
第１５回：2021 年第２回大問３／Listening Part 1 
第１６回：中間テスト 
 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 
試験準備 

第９週 
第１７回、第１８回：２０２１年第２回大問 1, 4／
Listening Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１０週 
第１９回、第２０回：２０２０年第２回大問 2／
Listening Part 1 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１１週 第２１回、第２２回：２０２０年第２回大問 3／ 
Listening Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１２週 第２３回、第２４回：２０２０年第２回大問 1,4／
Listening Part 2 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１３週 
第２５回、第２６回：２０２０年第１回大問１, 2／
二次試験対策 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１4 週 
第２７回、第２８回：２０２０年第１回 Listening 1, 
2／二次試験対策 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 

第１５週 
第２９回：２０２０年第１回大問 3／Listening Part 
2 
第３０回：期末テスト 

読解：使用箇所の和訳確認と音読 
聴解：使用箇所の和訳確認と音声再聴、音読 
試験準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE102-
Y02 

2.科目名 総合英語Ⅰ （再） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ、佐橋謙一 

5.授業科目の区分 必修 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar:高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき
るようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar 『英語のハノン／初級』筑摩書房 
Activity Smart Choice 1（Oxford University Press） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：Unit 10 現在完了形(1)〈継続〉／現在完
了進行形 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 / 
Unit 10.3 / Unit 10.4 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 前半 

 

第 2 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.3 
Activity：Unit 07 "Which one is cheaper?" 後半 

 



（b,c クラスは Writing は任意） 

第 3 週 

Grammar：Unit 11 現在完了形(2)〈完了（結果〉・
経験〉 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.4 / Unit 11.5 / 
Unit 11.6 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 前半 

 

第 4 週 

Grammar：Unit 12 命令文・否定疑問文・付加疑問
文 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.3 / Unit 12.7 
Activity：Unit 08 "They're very friendly." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 5 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.2 / 
Unit 13.4 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 前半 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 14 不定詞(1)名詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.5 / Unit 13.6 / 
Unit 13.7 
Activity：Unit 09 "You can visit the zoo." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 7 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.2 / 
Unit 14.3 
Activity：BONUS（Units 7-9） 

 

第 8 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 13 不定詞(2)不定詞と動名詞 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.4 / Unit 14.5 / 
Unit 14.6 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 前半 

 

第 10 週 

Grammar：Unit 15 不定詞(3)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 15.1 / Unit 15.2 / 
Unit 15.3 
Activity：Unit 10 "Is there a coffee shop?" 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 16 不定詞(4)副詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 16.1 / Unit 16.4 / 
Unit 16.6 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 前半 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 17 分詞(1)形容詞的用法 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 17.1 / Unit 17.2 / 
Unit 17.3 
Activity：Unit 11 "I had a good time." 後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 13 週 
Grammar：Unit 18 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
①  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 18.1 / Unit 18.2 / 
Unit 18.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”前半 

第 14 週 

Grammar：Unit 19 分詞(2)副詞的用法（分詞構文）
② 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 19.1 / Unit 19.2 / 
Unit 19.3 
Activity：Unit 12 ”I'm going to go by car.”後半 
（b,c クラスは writing は任意） 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
A01 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ (再) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 

? Let's Communicate! このクラスは英語でのコミュニケーションに役⽴ちます。 授業では
意思疎通を実践していくので、他の人とのつながりを持つことができます。 学⽣たちは互
いの意見に耳を傾け、新しいアイデアに柔軟に対応しなければなりません。ペアになって課
題に取り組むなどコミュニケーションを取りながら、英語での情報処理能力を高めていきま
す。講義はすべて英語で行います。各自、辞書の持参が必要です。宿題はありません。 
? 英語で意思疎通を図ります。 
? 新しい話題とアイデアについて研究します。 
? 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? 柔軟な思考が持てます。(Be a flexible thinker.) 
? 集中して明確に考えることができます。(Focus your mind and think clearly.) 
? 自分のアイデアや意見を表現できます。(Express your ideas and opinions.) 
? 自分とは異なる人に興味を持てます。(Have an interest in different people.) 
? 知的好奇心; ベンチマーク 1 (Be able to accept new ideas.) 
? 自己表現力; ベンチマーク 11 (Be able to express yourself.) 

19.教科書・教材 該当なし 
20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 
a) 30% = レッスン活動 (Lesson Activities) 
b) 35% = 中間試験 (Mid-term Test) 
c) 35% = 期末試験 (Final Test) 

22.コメント 自分自身の辞書が必要です。(Must have your own English dictionary.) 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

オリエンテーション 
学⽣ガイド Student Guide 3 “Good Communication” 
? リーディング 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 2 週 

レッスンプリント 
Community 1: “Enjoying Nature” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 3 週 

レッスンプリント 
Community 2: “A Trip To A Farm” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 



第 4 週 

レッスンプリント 
Community 3: “My Morning Story” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 5 週 

レッスンプリント 
Community 4: "Playing Together” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 6 週 

レッスンプリント 
Community 5: "Group Members” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 7 週 

レッスンプリント 
Community 6: "Being Helpful” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 8 週 

中間試験 
Mid-term Test “Open Your Mind” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

中間試験 
最終スコアの 35％ 
Mid-term Test 
35% of final score 

第 9 週 

レッスンプリント 
Global Travel 1: “Let's Go Traveling” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え）  
アンケート 1 (UniPa) 

 

第 10 週 

レッスンプリント 
Global Travel 2: “Global Studies” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 11 週 

レッスンプリント 
Global Travel 3: “Visit Canada” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 12 週 

レッスンプリント 
Community 8: “Using World English” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 13 週 

レッスンプリント 
Community 9: “Making Music” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

 

第 14 週 

レッスンプリント 
Community 10: “Discussion Ability” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え）  
アンケート 2 (UniPa) 

 

第 15 週 期末試験 期末試験 



Final Test: “Talking Together” 
? ペアワーク 
? ライティング（個人的な考え） 

最終スコアの 35％ 
Final Test 
35% of final score 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
M01 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （再） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 原良子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
実践的な英語の運用能力を身につけるため、本科目は語彙力の拡大と表現力の習得を目的と
します。 
英語で行うコミュニケーションに必要不可欠のリスニング能力の向上に力を入れます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①英語の音声を聞き取ることができるようになる。 
②英語独特の表現を理解することができる。 
③英語の音声メッセージを理解できる。 

19.教科書・教材 
Listen Up, Talk Back, G. Flaherty, J. Bean & Y. Kamakura 共著、成美堂 
ISBN978-4-7919-7204-3  
適宜教材プリントを配布します。 

20.参考文献 「英語のハノン/初級」筑摩書房、英和・和英（英英）辞書、電子辞書など 

21.成績評価 

成績評価については、下記の３項目を基に行います。 
・授業内活動（ペアワーク・グループワークを含む） 30％ （学習目標①②③に対応） 
・リスニング＆語彙の復習クイズ         30％ （学習目標①②③の振り返り） 
・総括試験         40％ （総括・振り返り） 
良識を持ち、前向きな姿勢で授業に臨んでください。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で受講⽣からの質問に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

[第１回]   
 

[第１回] オリエンテーション  
             （本授業の目的、内容、評価基準、授
業の進め方、 
                 受講上の留意点などについて） 
 

[第１回]  次回の予習 
 

[第２回] [第２回]   Unit 1: Meeting New People 
[第２回]   
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 

[第３回]   
 

[第３回]     Unit 2: Home 
[第３回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第４回] [第４回]  Unit 3: Family 
[第４回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第５回] [第５回]    Unit 4: Transportation in the City 
[第５回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第６回] [第６回]  Unit 5: Shopping [第６回]   
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 



予習： 次回の予習 

[第７回] [第７回]  Unit 6:  Celebrations 
[第７回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第８回] [第８回]  Unit 7: Volunteering 

[第８回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 
 

[第９回] [第９回]  Unit 8:  Staying Well 
[第９回] 
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１０回] [第１０回]  Unit 9: Pets 
[第１０回]    
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１１回] [第１１回]  Unit 10: Free-time Activities 
[第１１回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１２回] [第１２回]  Unit 11: Music 
[第１２回]  
復習： 今回の復習および授業ノートの整理 
予習： 次回の予習 

[第１３回] [第１３回]  Unit 12:  Eating Out [第１３回]   
予習： 次回の予習 

[第１４回] 
[第１４回]   Units 1 - 12 の復習 
   
 

[第１４回]  復習 
                  (Units 1-12) 

[第１５回] [第１５回]  まとめ [第１５回] 振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE103-
Y01 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅠ （再） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 様々なコンテクストやシチュエーションの中で英語の４技能習得を図ることを目的とする。 
18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

最終的に TOEIC（換算）で 400 点をクリアする。 

19.教科書・教材 Speak NOW 2 (OXFORD UNIVERSITY PRESS) 
20.参考文献  

21.成績評価 
通常点 40 点 
中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 

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

【第１回】 
Introduction(授業の進め方、オンライン教材の説明
等) 
Lesson 1 

 

【第２回】 Lesson 2 
Lesson 3 

 

【第３回】 
Lesson 4 
Lesson 5 

 

【第４回】 
Lesson 6 
Lesson 7 

 

【第５回】 
Lesson 8 
Lesson 9  

【第６回】 Lesson 10 
Lesson 11 

 

【第７回】 中間テストとフィードバック 
 

 

【第８回】 
Lesson 12 
Lesson 13 

 

【第９回】 
Lesson 14 
Lesson 15  

【第 10 回】 
Lesson 16 
Lesson 17  

【第 11 回】 Lesson 18 
Lesson 19 

 

【第 12 回】 
Lesson 20 
Lesson 21 

 

【第 13 回】 Lesson 22  



Lesson 23 

【第 14 回】 Lesson 24 
Lesson 25 

 

【第 15 回】 
期末テストとフィードバック 
授業総括 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE104-
A71 

2.科目名 ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L& 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R400 点以上を取得する。 

19.教科書・教材 『KEY STRATEGIES FOR SUCCESS ON THE TOEIC L&R TEST Level 400』朝日出版社 
20.参考文献  

21.成績評価 
平常点 30 点 
最終テスト 70 点 

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

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit L-1 
Unit R-1 

 

第 2 回 
Unit L-2 
Unit R-2 

 

第 3 回 
Unit L-3 
Unit R-3 

 

第 4 回 
Unit L-4 
Unit R-4  

第 5 回 Unit L-5 
Unit R-5 

 

第 6 回 Unit L-6 
Unit R-6 

 

第 7 回 
Unit L-7 
Unit R-7 

 

第 8 回 
Unit L-8 
Unit R-8  

第 9 回 
Unit L-9 
Unit R-9  

第 10 回 Unit L-10 
Unit R-10 

 



第 11 回 
Unit L-11 
Unit R-11 

 

第 12 回 
Unit L-12 
Unit R-12  

第 13 回 Unit L-13 
Unit R-13 

 

第 14 回 
Unit L-15 
Unit R-15 

 

第 15 回 模擬テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE104-
M71 

2.科目名 ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 
概要：この授業では、TOEIC L&R に特化してその対策を講じる。 
目的：TOEIC テストの得点向上を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R400 点以上を取得する。  
DP ④問題発見・解決力 ⑤コミュニケーションスキルに関連する。 

19.教科書・教材 『KEY STRATEGIES FOR SUCCESS ON THE TOEIC L&R TEST Level 400』朝日出版社 
20.参考文献  

21.成績評価 
平常点 30 点 
小テスト 30 点 
最終テスト 40 点 

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

第 1 回 
オリエンテーション 
Unit L-1 
Unit R-1 

 

第 2 回 
Unit L-2 
Unit R-2  

第 3 回 Unit L-3 
Unit R-3 

 

第 4 回 Unit L-4 
Unit R-4 

 

第 5 回 
Unit L-5 
Unit R-5 

 

第 6 回 
Unit L-6 
Unit R-6  

第 7 回 
Unit L-7 
Unit R-7  

第 8 回 Unit L-8 
Unit R-8 

 

第 9 回 
Unit L-9 
Unit R-9 

 

第 10 回 
Unit L-10 
Unit R-10 

 

第 11 回 
Unit L-11 
Unit R-11  

第 12 回 Unit L-12 
Unit R-12 

 



第 13 回 
Unit L-13 
Unit R-13 

 

第 14 回 
Unit L-15 
Unit R-15  

第 15 回 模擬テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE104-
Y71 

2.科目名 ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤恵一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

目的 
この科目は、英文法の基礎を習得し、TOEIC で合計スコア 400 点以上を取得できるような
基礎的な英語力を身につけることを目的とします。 
概要 
ただ問題を解くだけではなく、英文法を理解し、正しく英文を読むための基礎力を身につけ
ます。学習した英文法を使っての作文や音読などのアウトプット活動も行い、理解の深化と
身体化も目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 実用的な語学力 
② 他者と協働するコミュニケーションスキル 

19.教科書・教材 Key Strategies for Success on the TOEIC L&R Test [Level 400] （朝日出版社） 
20.参考文献 授業内で適宜紹介、必要な場合はプリントを配布 

21.成績評価 

授業参加度 30 点…学習目標②に対応 
小テスト 30 点…学習目標①に対応 
最終試験 40 点…学習目標①に対応 
合計 60 点以上で合格となる 

22.コメント 
・授業の進度や内容は受講⽣の理解度に合わせて変更する場合があります。 
・ペアワーク、グループワークを使って授業を進めます。積極的な参加を求めます。 

23.オフィスアワー 授業前後に教室や講師控え室で。もしくは e-mail での対応とする。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 コースガイダンスとプレテスト 
プレテストの結果を分析し、自分の弱点を客
観的に把握する。 

第 2 回 
Unit R-1：品詞（名詞・形容詞） 
Unit R-2：品詞（動詞・副詞） 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 3 回 
Unit L-1：写真問題（人物が写っている写真） 
Unit L-2：写真問題（人物が写っていない写真） 単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 4 回 
Unit R-3：代名詞・動詞のかたち 1（受動態／能動
態） 
Unit R-4：動詞のかたち 2（時制、その他） 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 5 回 
Unit L-3：疑問詞で始まる疑問文 
Unit L-4：機能別疑問文 単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 6 回 Unit R-5：前置詞／接続詞 
Unit R-6：⻑文穴埋め問題 

単語の予習、文法事項の復習、例文の音読 

第 7 回 
Unit L-5：選択疑問文、Yes/No 疑問文 
Unit L-6：応答問題の総合演習 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 8 回 
読解問題の学習 
Unit R-7：広告 
Unit R-8：チャット、E メール 1 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 



Unit R-9：E メール 2 

第 9 回 

会話問題の学習 
Unit L-7：全体問題と詳細問題 
Unit L-8：職業、提案、次の行動を問う問題 
Unit L-9：トピック、目的、依頼を問う問題 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 10 回 
読解問題の学習 
Unit R-10：手紙 
Unit R-11：告知、社内回覧 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 11 回 
スピーチ問題の学習 
Unit L-10：録音メッセージ、広告 
Unit L-11：アナウンス、トーク、ニュース 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 12 回 

読解問題の学習 
Unit R-12：ダブルパッセージ 
リスニングの学習 
Unit L-12：図表がついた問題 

単語の予習、読解パッセージの復習、例文の
音読 

第 13 回 
総復習 1 
Unit R-13：穴埋め問題の復習 
Unit L-13：写真問題と会話問題の復習 

単語の予習、不確かな文法事項の復習、読解
パッセージの復習、例文の音読 

第 14 回 
Unit R-14：読解問題の復習 
Unit L-14：応答問題とスピーチ問題の復習 

単語の予習、不確かな文法事項の復習、読解
パッセージの復習、例文の音読 

第 15 回 まとめと授業内試験 
総復習をして試験に臨む、試験終了後は自分
の学習を振り返り今後の学習計画の指針とす
る 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE108-
Y01 

2.科目名 英語基礎１ a 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山雅彦 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 

9.履修学年 １学年 

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

17.授業の目的と概要 
 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 英語のハノン（初級） 筑摩書房 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示で使用する場合を除き、原
則禁止とします。 

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

第１週 
第１回：オリエンテーション 
    Unit 0 基礎の確認（品詞 / 英音法） 
第２回：Unit 0 基礎の確認（品詞 / 英音法） 

 

第２週 
第３回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 
第４回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形  

第３週 
第５回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 
第６回：Unit 2 第２文型(SVC)・過去形  

第４週 
第７回：Unit 2 第２文型(SVC)・過去形 
第８回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助動
詞 

 

第５週 

第９回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助動
詞 
第 10 回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助
動詞 

 



第６週 
第 11 回：Unit 4 第４文型(SVOO) 
第 12 回：Unit 4 第４文型(SVOO) 

 

第７週 
第 13 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 
第 14 回：Unit 5 第５文型(SVOC)  

第８週 第 15 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 
第 16 回：中間テスト 

 

第９週 
第 17 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 
第 18 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 

 

第 10 週 
第 19 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 
第 20 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞 

 

第 11 週 
第 21 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞 
第 22 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞  

第 12 週 第 23 回：Unit 8 受動態(1) 
第 24 回：Unit 8 受動態(1) 

 

第 13 週 第 25 回：Unit 9 受動態(2) 
第 26 回：Unit 9 受動態(2) 

 

第 14 週 

第 27 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 
第 28 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 

 

第 15 週 
第 29 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 
第 30 回：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE108-
Y02 

2.科目名 英語基礎１ b 3.単位数 2 

4.授業担当教員 和泉有⾹ 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 １学年 

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

17.授業の目的と概要 
 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 英語のハノン（初級） 筑摩書房 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（毎回の口頭チェック、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
・教科書を購入していない学⽣は、評価の対象外とします。 
・対面授業中のスマートフォン使用は、教員が指示する場合を除き、原則禁止とします。 
・授業内容（進度）は実情に合わせて柔軟に調整します。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 
第１回：オリエンテーション 
    Unit 0 基礎の確認（品詞 / 英音法） 
第２回：Unit 0 基礎の確認（品詞 / 英音法） 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第２週 第３回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 
第４回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第３週 
第５回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 
第６回：Unit 2 第２文型(SVC)・過去形 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第４週 
第７回：Unit 2 第２文型(SVC)・過去形 
第８回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助動
詞 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第５週 

第９回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助動
詞 
第 10 回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助
動詞 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第６週 第 11 回：Unit 4 第４文型(SVOO) 音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習



第 12 回：Unit 4 第４文型(SVOO) ならびに音読、暗唱 

第７週 第 13 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 
第 14 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第８週 
第 15 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 
第 16 回：中間テスト 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第９週 
第 17 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 
第 18 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 10 週 
第 19 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 
第 20 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 11 週 第 21 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞 
第 22 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 12 週 
第 23 回：Unit 8 受動態(1) 
第 24 回：Unit 8 受動態(1) 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 13 週 
第 25 回：Unit 9 受動態(2) 
第 26 回：Unit 9 受動態(2) 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 14 週 

第 27 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 
第 28 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 15 週 
第 29 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 
第 30 回：期末テスト 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE108-
Y03 

2.科目名 英語基礎１ c 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田哲男 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 １学年 

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

17.授業の目的と概要 
 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 英語のハノン（初級） 筑摩書房 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示で使用する場合を除き、原
則禁止とします。 

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

第１週 
第１回：オリエンテーション 
    Unit 0 基礎の確認（品詞 / 英音法） 
第２回：Unit 0 基礎の確認（品詞 / 英音法） 

 

第２週 第３回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 
第４回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 

 

第３週 
第５回：Unit 1 第１文型(SV)・現在形 
第６回：Unit 2 第２文型(SVC)・過去形 

 

第４週 
第７回：Unit 2 第２文型(SVC)・過去形 
第８回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助動
詞 

 

第５週 

第９回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助動
詞 
第 10 回：Unit 3 第３文型(SVO)・現在進行形 / 助
動詞 

 

第６週 第 11 回：Unit 4 第４文型(SVOO)  



第 12 回：Unit 4 第４文型(SVOO) 

第７週 第 13 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 
第 14 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 

 

第８週 
第 15 回：Unit 5 第５文型(SVOC) 
第 16 回：中間テスト 

 

第９週 
第 17 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 
第 18 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞  

第 10 週 
第 19 回：Unit 6 疑問詞(1)疑問代名詞 
第 20 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞  

第 11 週 第 21 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞 
第 22 回：Unit 7 疑問詞(2)疑問形容詞・疑問副詞 

 

第 12 週 
第 23 回：Unit 8 受動態(1) 
第 24 回：Unit 8 受動態(1) 

 

第 13 週 
第 25 回：Unit 9 受動態(2) 
第 26 回：Unit 9 受動態(2) 

 

第 14 週 

第 27 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 
第 28 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 

 

第 15 週 
第 29 回：Unit 10 現在完了形(1) 〈継続〉/ 現在完
了進行形 
第 30 回：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE108-
Y04 

2.科目名 英語基礎１ L1（1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 共通選択 基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

CEFR A1 レベルに必要なスキルのうち、特に文法知識と文構造の理解に焦点を当てて、英
語力を養います。 
This course focuses on grammar knowledge of CEFR A1 Level. 
You will learn the following ; 
1) Parts of Speech 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1) Can understand everyday expressions and basic phrases 
(2) Can do introductions and answer questions about personal details   
(3) Can interact in a simple ways in graded conversation tasks 
DP(1) 自律性：基礎力養成のため繰り返す基礎練習等により学習習慣をつけ、自分で学習を
コントロールできるようにします。 

19.教科書・教材 

Lin Loughee. "Longman Preparation Series for TOEIC? Test: Listening and Reading (6th 
edition)" 
 (Pearson ) ISBN9780134984858 
英和辞書（中辞典クラスのもの） 

20.参考文献 

世界一わかりやすい英文法の授業 （関正⽣ 中経出版） 
ひとりで学ぶ書き込み英文法ノート(田中健一 学研） 
英文法基礎 10 題ドリル(田中健一 駿台文庫） 
ネイティブスピーカーの英語感覚(大⻄泰⽃ / ポール・マクベイ 研究社） 

21.成績評価 
単元ごとの小テスト 40% 
中間試験 20% 
総括試験 40% 

22.コメント 
NHK のラジオ講座など、授業外での学習に使えるアプリや講座を紹介します。基礎がしっ
かりしておくと、応用がききますので、根気強く学習してください。 
予習よりも、復習に力を入れてください。 

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

【1・２回】 

オリエンテーション：学習目標や進め方、学習・評価
の仕方など 
LST Part1 
RDG Part1 

復習、語彙のまとめ(60 分） 

【3・4 回】 LST Part 2 
RDG Part2 

復習、語彙のまとめ(60 分） 

【5・6 回】 
LST Part 3 
RDG Part 3 

復習、語彙のまとめ(60 分） 

【7・8 回】 LST & RDG Part4 復習、語彙のまとめ(60 分） 
【9・10
回】 

RDG Part 5 復習、語彙のまとめ(60 分） 



【11・12
回】 

Listening Comprehension Review 
中間テストと復習 

復習、語彙のまとめ(60 分） 

【13・14
回】 

RDG Part 6 
 復習、語彙のまとめ(60 分） 

【15・16
回】 

RDG Part 7 
 

復習、語彙のまとめ(60 分） 

【17・18
回】 

Reading Review 復習、語彙のまとめ(60 分） 

【19・20
回】 

Practice Test1 復習、語彙のまとめ(60 分） 

【21・22
回】 Practice Test 2 復習、語彙のまとめ(60 分） 

【23・24
回】 

Practice Test 3 復習、語彙のまとめ(60 分） 

【25・26
回】 

テストの自己分析 復習、語彙のまとめ(60 分） 

【27・28
回】 

Grammar Review 復習、語彙のまとめ(60 分） 

【29・30
回】 総括テスト＆総括 復習・語彙のまとめ(60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE108-
Y05 

2.科目名 英語基礎１ L1（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本由紀子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

（目的）CEFR A1 レベルに必要なスキルのうち、特に文法知識と文構造の理解に焦点を当
てて、英語力を養います。 
（概要） 
This course focuses on grammar knowledge of CEFR A1 Level. 
You will learn the following ; 
1) Parts of Speech 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
1. Show an understanding of basic grammar. 
2. Follow and understand basic sentence structure 
 

19.教科書・教材 
Longman Preparation Series for the TOEIC TEST introductory course 6th edition 
Lin Lougheed 
 

20.参考文献 to be announced in class 

21.成績評価 
In class test and Final Examination 40% 
Assignment 30% 
Quiz 30% 

22.コメント Bring the textbook and a dictionary. 
23.オフィスアワー 月・木の授業の前後で教室や講師控室で対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
 
Course Orientation, Dictation Activities (Short 
texts) 

Check and learn vocabulary 

Week 2 
 

Group work: discuss the answers 
Listening Comprehension 
Part 1  Photographs 
-Strategy  Overview 
-Photos of People  
Reading 
Part 5: Incomplete sentences 
  
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

Week 3 

Group work: discuss the answers 
Listening Comprehension 
Part 1  Photographs 
-Photos of  Things 

Check and learn vocabulary 
Review the task 



-Grammar Tip 
-Vocabulary Tip 
-Strategy Practice 
Reading 
Part 5: Incomplete sentences 
 

Week 4 

Group work: discuss the answers 
Listening Comprehension 
Part 3: Conversations 
Reading Comprehension 
Part 6: Text Completion 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

Week 5 

Group work: discuss the answers 
Listening Comprehension 
Part 3: Conversations 
Reading Comprehension 
Part 6: Text Completion 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 

Group work: discuss the answers 
Listening Comprehension 
Part 4: Talks 
Reading Comprehension 
Part 7: Reading Comprehension 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 

Group work: discuss the answers 
Listening Comprehension Review 
Reading Comprehension Review 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 

Group work: discuss the answers 
Listening Comprehension Review 
Reading Comprehension Review 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 
Group work: discuss the answers 
Practice Test One 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 
Group work: discuss the answers 
Practice Test One 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 
Group work: discuss the answers 
Practice Test Two 
 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 Group work: discuss the answers 
Practice Test Two 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 
Group work: discuss the answers 
Practice Test Three 

Check and learn vocabulary 
Review the task 

 
Group work: discuss the answers 
Practice Test Three 

Check and learn vocabulary 
Review the task 



 Review and Final Examination  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE109-
Y01 

2.科目名 英語基礎２ L2 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川部純⺒ 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

英語の基礎運用能力を支える基本事項の定着を図りながら、体系的に英語を理解していくこ
とを目的とする。授業ではリスニング及びリーディング演習を中心に行い、語彙の補強、文
法、読解力および聴解力の強化を目指す。前回の問題演習をもとに、語彙と文法の小テスト
を毎回行い解説する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「２．主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「3..多様
な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力」、また「K4.異なる
価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える」
の学修に関連していま
す。                                                                      
学習目
標                                          
1.TOEIC 試験の必須文法、必須語彙、イディオムを修得し、スコア 450 点を目標とする。                                                                                                  
2.英検準２級、2 級レベルの英語のリスニング力を高める。                                               
3.英検準２級、2 級レベルの読解問題を解くことができる。 

19.教科書・教材 
Longman Preparation Series for the TOEIC TEST: Listening & Reading, Introductory 
Course (6th Edition) Person 

20.参考文献 Electric/Paper dictionary 
21.成績評価 平常点 50 点、小テスト  20 点、総括試験(Final test) 30 点 

22.コメント 

＊授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
＊テキスト忘れや、授業に参加していない(携帯を見ている/居眠り/私語など)、宿題をして
いない等の場合には、欠席扱いとなることがあります。 
＊授業内での活動及び assignments を重視している為、欠席しないように十分に注意して
ください。 
＊提出期限が過ぎた assignments は受理しないので点数はゼロである。 
＊やむ終えず欠席してしまった場合、必ず次の授業までに担当教員より学習内容及び宿題を
確認し、次の授業に臨んでください。 
＊授業は主に教科書に沿って進めていきますが、授業内活動としてペアやグループによるタ
スク等を行います。したがって、積極的な参加姿勢で授業に臨んでください。 

23.オフィスアワー Questions are welcome via email or before/after the class. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

 
Day 1 Course introduction 
Day 2 About TOEIC & Pre-test 
 

 

Week 2 
 
Day 3 Part 1: Photographs 
Day 4 Part 1 

 



 

Week 3 

 
Day 5 Part 1 
Day 6 Part 2: Question-Response 
 

 

Week 4 

 
Day 7 Part 2 
Day 8 Part 2 
 

 

Week 5 

 
Day 9 Part 3: Conversations 
Day 10 Part 3 
 

 

Week 6 

 
Day 11 Part 3 
Day 12 Part 4: Talks 
 

 

Week 7 

 
Day 13 Part 4 
Day 14 Part 4 
 

 

Week 8 

 
Day 15 Listening Review 
Day 16 Listening 小テスト 
 

 

Week 9 

 
Day 17 Part 5: Incomplete Sentences 
Day 18 Part 5 
 

 

Week 10 

 
Day 19 Part 5 
Day 20 Part 6: Text Completion 
 

 

Week 11 

 
Day 21 Part 6 
Day 22 Part 6 
 

 

Week 12 

 
Day 23 Part 7: Reading Comprehension 
Day 24 Part 7 
 

 

Week 13 

 
Day 25 Part 7 
Day 26 Reading Review 
 

 

Week 14 
 
Day 27 Reading 小テスト 

 



Day 28 模擬テスト１ 
 

Week 15 

 
Day 29 模擬テスト２ 
Day 30 総括試験 Final Test 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE110-
Y01 

2.科目名 オーラル・コミュニケーション１ a 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1st Year 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

Lecture, Group discussions,  
Student Presentations, Worksheets, 
 Videos and other media, Online 
Applications 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is for students to develop communicative skills in English 
(listening and  
 reading comprehension and written and oral expression). 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the course, the students will be able to: 
1. Develop interpersonal skills by participating in group work and group projects.  
2. Develop independent learning by using learning applications with some monitoring on 
the lecturer's part. 
3. Acquire the ability to design and write reports and presentations in English by listening 
to lectures  
and applying the appropriate knowledge and tools required for the presentation delivery 
with monitoring on the part of the lecturer.  
4. Learn and explore topics and ideas from around the world by reading  short articles 
and watching videos during and outside class hours. 

19.教科書・教材 
Title: Smart Choice 1 (Oxford, 4Th Edition))  
Author: Ken Wilson 

20.参考文献 Additional references will be provided during the class. 

21.成績評価 

Worksheets/ Quizzes           20% 
Class Participation               20% 
Midterm Test                         20%                    
Final Test                              20% 
Attendance                           5% 
Homework                            15% 

22.コメント 

1. This course is conducted in English 
2. Always bring your textbooks in class. 
3. If you have any questions or problems, it is important to see me as soon as possible so 
we can  
 appropriately address the situation. 

23.オフィスアワー 
The instructor is on campus from Mondays to Fridays and can also be contacted via 
email. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Day 1: Greetings, Syllabus Discussion, Learning 
Applications 
Day 2: Warm Up Drills, Presentation tips 
 

Textbook 
Homework: Video 



Week 2 
Day 3: Unit 1 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 4: Unit 1 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 3 
Day 5: Unit 2 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 6: Unit 2 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 4 Day 7: Unit 3 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 8: Unit 3 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 5 
Day 9: Unit 4 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 10: Unit 4 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 6 
Day 11: Unit 5 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 12: Unit 5 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 7 
Day 13: Unit 6 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 14: Unit 6 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 8 Day 15: Review (Unit 1-6) 
Day 16: Midterm Test 

Textbook 
 

Week 9 Day 17: Unit 7 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 18: Unit 7 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 10 
Day 19: Unit 8 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 20: Unit 8 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 11 
Day 21: Unit 9 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 22: Unit 9 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 12 
Day 23: Unit 10 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 24: Unit 10 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 13 Day 25: Unit 11 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 26: Unit 11  (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 14 
Day 27: Unit 12 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 28: Unit 12 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 15 
Day 29: Preparation for the final test 
Day 30: Final Test 

PC 
Textbook 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE110-
Y02 

2.科目名 オーラル・コミュニケーション１ b 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

The aim of this course is to enable students to communicate their thoughts, present 
ideas and share information.  
To communicate with classmates on Zoom calls, to demonstrate content knowledge and 
expertise in oral presentations, and communicate career g 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Course Objectives:  
1. Enable students to express their goals in class through effective oral communication.  
2. Enable students to understand English topics and statements.  
3. Enable students to create a comprehensive presentation about a topic that will be 
given to each of them. 

19.教科書・教材 

Textbook title: Smart Choice 1 (Fourth Edition) Student Book 
Publisher: Oxford University Press 
Author: Ken Wilson 
ISBN: 978-0-19-406099-8 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. In-class activities (points) 20% 
2. Class Participation (cooperation and attitude) 20% 
3. Homework: Flipgrid App 10% 
3. Midterm Task 20% 
4. Final Task 30% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
Monday-Friday 
Global Gakushu Plaza Room -016 
Kobe Yamate Building 3 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Day 1 
Unit 0: Lesson Introduction: Useful Classroom 
Language  
Day 2 
Unit 1:  
 

 

Week 2 

Day 3 
Unit 2: Vocabulary and Language Practice 
Day 4  
Unit 2: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 3 
Day 5 
Unit 3: Vocabulary and Language Practice 
Day 6  

 



Unit 3: Listening, Reading and Speaking 

Week 4 

Day 7 
Unit 4: Vocabulary and Language Practice 
Day 8  
Unit 4: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 5 

Day 9 
Unit 5: Vocabulary and Language Practice 
Day 10 
Unit 5: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 6 

Day 11 
Unit 6: Vocabulary and Language Practice 
Day 12 
Unit 6: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 7 

Day 13 
Unit 7: Vocabulary and Language Practice 
Day 14 
Unit 7: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 8 

Day 15 
Midterm Preparation 
Day 16 
Midterm Task (June 6th) 

 

Week 9 

Day 17 
Unit 8: Vocabulary and Language Practice 
Day 18 
Unit 8: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 10 

Day 19 
Unit 9: Vocabulary and Language Practice 
Day 20 
Unit 9: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 11 

Day 21 
Unit 10: Vocabulary and Language Practice 
Day 22 
Unit 10: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 12 

Day 23 
Unit 11: Vocabulary and Language Practice 
Day 24 
Unit 11: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 13 

Day 25 
Unit 12: Vocabulary and Language Practice 
Day 26 
Unit 12: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 14 

Day 27 
Unit 12: Vocabulary and Language Practice 
Day 28 
Unit 12: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 15 
Day 29  
Final Task Preparation 

 



Day 30 
Final Test 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE110-
Y03 

2.科目名 オーラル・コミュニケーション１ c 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Ian Matthew Allensworth 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Students will improve the four skills (speaking, listening, reading, writing) of English 
through textbook   and classroom activities with a focus on authentic communication. 
Students will also learn public speaking and presentation skills and will make a 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 

Smart Choice 4th Edition Book 1 with Online Practice 
Oxford Publishing 
ISBN: 978 0 19 4060936 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

Participation 45%       
Tests and Quizzes 30%  
Final Presentation 25%  
 

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

Week 1 Day 1: Class Introduction 
Day 2 : Classroom English 

 

Week 2 Unit 1  
Week 3 Unit 2  
Week 4 Unit 3  
Week 5 Unit 3 / Unit 4  
Week 6 Unit 4 / Unit 5  
Week 7 Unit 5 / Unit 6  
Week 8 Unit 6 / Midterm Review  
Week 9 Midterm test / Unit 7  
Week 10 Unit 7 / Unit 8  
Week 11 Unit 8 / Unit 9  
Week 12 Unit 9 /Unit 10  
Week 13 Unit 10 / Unit 11  
Week 14 Unit 11 / Unit 12  
Week 15 Final Presentations  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE110-
Y04 

2.科目名 
オーラル・コミュニケーション１ L1
（1/2） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Students will be encouraged to speak conversational and business English through a 
variety of methods including group speaking, and individual performance and 
presentations 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At semester's end, students are expected to successfully achieve the following abilities 
set by the Department: 1.  autonomous and independent attitude  2. problem solving 
skills 3. oral communication skills 

19.教科書・教材 English Firsthand Access (5th edition)  Marc Helgesen ISBN: 978-9-81313-0203 
20.参考文献  

21.成績評価 

In-class textbook activities - progressive assessment - 30% 
Class participation (cooperation/ motivation/ attitude  - 20% 
Midterm Task - Flipgrid 3 minute talk - 20% 
Final Task 1 -  Flipgrid 3 minute talk - 15% 
Final Task 2 In-class Group Discussion task 

22.コメント 

- As this is progressive assessment, your in-class attendance is advised 
-You will need a LAPTOP computer in order to do this class!        
- Please ONLY use your phone to access the recommended dictionary 
(www.collinsdictionary.com) 
- English is the language of this classroom. 
- **All care taken, but Timetable is subject to change due to unforeseen circumstances! 
** 

23.オフィスアワー ** Please contact your Teacher at above email address as her attendance on campus is 
limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions, ice-breaker, course 
requirements, assessment 
Meeting 2: Flipgrid assessment, quiz re your 
experience of English - spoken and written 

As directed by your Teacher 

Week 2 

Meeting 1:Unit 1 'How are you?'/ Introductions, 
interests and hobbies 
Meeting 2: Grammar re questioning / pronunciation 
skills/ presentation 

As directed by your Teacher 

Week 3 

Meeting 1: Unit 2- 'Do you understand?' - 
clarification, study ideas, classroom language 
Meeting 2: Importance of word stress in 
conversation, language of instructions 

Teacher directed activity from the textbook 

Week 4 
Meeting 1: Unit 3 'This is my room'- talking about 
personal items, exchanging information / writing 

Prepare your first Flipgrid presentation 



exercise 
Meeting 2: How to use Flipgrid / 'Hello I am...' 60 
second exercise / pronunciation of English 
consonants  / in class presentation on relevant top 

Week 5 

Meeting 1:  Unit 4 'When do you get up?'- daily 
routine & schedules / writing and reading about 
routines 
Meeting 2: Flipgrid due for viewing / yes & no 
questions / expanded answers to questions 

Teacher directed textbook activity 

Week 6 

Meeting 1: Unit 5 'Who's that?' - talking about 
families / group discussion about personal 
characteristics / personality 
Meeting 2: types of families / 'WH-' questions and 
answers / falling intonation 

Teacher directed textbook activity 

Week 7 

Meeting 1: Unit 6 - 'That's a great shirt!'- 
discussing clothes and shopping / prices / class 
discussion about shopping and venues / use of 
'some'and 'any'   
Meeting 2: Tips and tricks re Flipgrid / Discussion 
of Flipgrid 1 Task - 3 minute talk (15%)  / i 

Prepare your first assessed Flipgrid Task 

Week 8 

Meeting 1: Unit 7: 'I love weekends!' - talking about 
free time activities / question and answer 
responses / stressing key syllable for 
understanding  
Meeting 2:  small group discussions on various 
scenarios / weekend activities 

Teacher directed text book activity 

Week 9 

Meeting 1: 'Unit 8: 'Let's eat!'- talking about food, 
restaurants, favourite cuisines / count and non-
count nouns / intonation 
Meeting 2: Review of units so far; small group 
discussion exercises, pronunciation tongue twisters 

Teacher directed text book activity 

Week 10 

Meeting 1: Unit 9 - 'I really enjoy it!'- talking about 
sports and exercise / describing what people are 
doing, Q & A re physical activities, Covid quiz 
Meeting 2: Using Present Progressive to describe 
present (and future!) activites and actions / in clas 

Teacher directed text book activity 

Week 11 

Meeting 1: Unit 10: 'Welcome to my home'- talking 
about where you live / drawing instructions / 
different housing 
Meeting 2: in class small group discussions re 
housing, where you'd like to live, different cultural 
styles of housing/ Imperative verb forms 

Teacher directed text book activity 

Week 12 

Meeting 1: Unit 11: 'Where did you go?'- talking 
about past activities / irregular forms / timelines / 
past experiences 
Meeting 2: small group discussions re past 
vacations, importance of  simple past tense/ 
speaking with rhythm and intonation 

Teacher directed text book activity 



Week 13 

Meeting 1: Unit 12 - 'Will I be famous?'- talking 
about  goals and dreams / use of the future vs the 
present tenses 
Meeting 2: Reading and writing tasks regarding 
your future / 'going to' vs 'will go'/ high and low 
pitch / Flipgrid tips review 

Teacher directed text book activities 

Week 14 

Meeting 1: text book catch up of activities / your 
assessment tally / high and low pitch when 
speaking 
Meeting 2: Flipgrid catch up;  small group 
discussions on topics of interest 

Prepare Flipgrid Task 3 for assessment 
(15%) 

Week 15 

Meeting 1: Small group discussions for assessment 
(15%) 
Meeting 2: Small group discussions for assessment 
(continued) 
Have you completed your final Flipgrid task? 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE110-
Y05 

2.科目名 
オーラル・コミュニケーション１ L1
（2/2） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1st year students 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

This course aims to develop the students' ability in speaking and listening 
comprehension. This is to effectively express their thoughts and feelings on topics and 
statements in class.  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester,  
1. The students will be able to develop their speaking skills through the help of lesson 
materials provided in class.  
2. The students will be able to comprehensively express their insights on given important 
information and statements in class.  
3. The students will be able to create an effective speech presentation about the topic 
they will choose/receive in class. 

19.教科書・教材 

Textbook title: English Firsthand ACCESS Fifth Edition 
 Publisher: Pearson Educaion 
 Authors: Marc Helgesen, John Wiltshier, Steven Brown  
 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. In-class activities (points) 20% 
2. Class participation (cooperation and attitude) 20% 
3. Homework: Flipgrid activities 10% 
3. Midterm Task: 20% 
4. Final Task: 30% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

Monday-Friday 
Global Gakushu Plaza  
Kobe Yamate Building 3 
Room 016 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

Class contents 
Day 1: Attendance  
            Course Introduction (syllabus, 
classroom activities and homework) 
            Lesson Flow 
            Textbook Preview 
            Self-introduction  
           
Warm-up activity: Unit 0: “Find someone who” 
 

 



 

 
Day 3: 1. Attendance 
           2. Unit 1 Review 
           3. Unit 2: Lesson Introduction 
           4. Vocabulary Building: Classroom 
Language (Vocabulary and pronunciation practice) 
           5.  Listening activity: Request and 
commands (New Activity 

 

 

Day 5: 1. Attendance 
            2. Unit 3 Review 
            3. Unit 4: Lesson Introduction  
            4. Vocabulary Building: Vocabulary 
Practice and Pronunciation 
            5. Quiz 
            6. Listening: Daily Routines (Time 
expressions) 
 

 

 

Day 7: 1. Attendance 
          2. Unit 5 Review 
          3. Unit 6: Lesson Introduction 
          4. Vocabulary Building: Vocabulary 
Practice and Pronunciation 
          5. Quiz 
          6. Listening: My favorites (clothing) 
          7. Speaking: Inter 

 

 

Day 9: 1. Attendance 
         2. Unit 7 Review 
         3. Unit 8: Lesson Introduction 
         4. Vocabulary Building: Vocabulary 
Practice and Pronunciation 
         5. Quiz 
         6. Listening: Food  
         7. Speaking: Interview: Let's eat! 
 

 

 

Day 11: 1. Attendance 
        2. Unit 9 Review 
        3. Unit 10: Lesson Introduction 
        4. Vocabulary Building: Vocabulary Practice 
and Pronunciation 
        5. Quiz 
        6. Listening: Describing a home 
        7. Speaking: Locations  
        8. 

 

 

Day 13: Midterm Task Announcement 
             Rubric sheet overview 
Day 14: Midterm Task 
              Rubric score sheet (feedback) 

 

 Day 15: 1. Attendance  



       2. Unit 11 Review 
       3. Unit 12: Lesson Introduction 
       4. Vocabulary Building: Vocabulary Practice 
and Pronunciation 
       5. Quiz 
       6. Listening: Goals and dreams 
       7. Speaking: What's your goal? 
       8. 

 

Day 17: 1.  Attendance  
             2. Final Task Announcement  
             3. Rubric Score Sheet Overview 
              
Day 18: 1. Attendance 
              2. Choosing a topic  
              3. Outline of the presentation 
 

 

 

Day 19 Attendance 
            Lesson review 
            Speaking practice 
Day 20: Attendance 
                       
             Checking of Oral Presentation Draft  
  
             Preparation 

 

 

Day 21 Attendance 
          Checking of Oral Presentation Draft 
            
           Preparation 
Day 22: Attendance 
                      
            Checking of Oral Presentation Draft 
            Preparation 

 

 

Day 23 and 24: Attendance 
                    
           Checking of Oral Presentation Draft 
           Preparation 

 

 

Day 25 and 26: Attendance 
                    
           Checking of Oral Presentation Draft 
           Preparation   
Homework: Flipgrid 5 activitiy (How do you see 
yourself 5 years from now?) 

 

 Day 27 and 28 Peer Checking 
Rubric score sheet for pair work. 

 

 Day 29: Part 1 (Oral Presentation) 
Day 30: Part 2 (Oral Presentations) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE111-
Y01 

2.科目名 オーラル・コミュニケーション２ L2 3.単位数 2 

4.授業担当教員 George Schaaff 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Students of Oral Communication 2 will: 
Develop the ability to speak in brief monologues and dialogues that include: 
-frequently used expressions 
-exchanging information 
-talking about one̓ s own background and experiences 
Develop intensive listening skills 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 

Smart Choice 2 (Oxford) 
この本にはいくつかの異なる版があるので、学⽣はこの教科書を UNIPA[丸善]からのみ購入
する必要があります。 先⽣は授業初日に丸善のウェブサイトで正しい教科書を⽣徒に見せ
ます。 丸善以外の店で教科書を購入した⽣徒は、間違ったバージョンの教科書を購入する
リスクがあります。 

20.参考文献 
Using a dictionary is recommended. Translation software is not permitted for the purpose 
of classroom communication or homework. 

21.成績評価 

Speaking Reports (4 x 5%) 20% 
Listening Homework (5 x 5%) 25% 
Tests (4 x 10%) 40% 
Participation and effort 15% 

22.コメント 
Some aspects of the syllabus may be subject to change. シラバスの一部の側面は変更さ
れる可能性があります。 

23.オフィスアワー 
The instructor may be contacted by email. 
pg-schaaff@kuins.ac.jp 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Course Introduction 
Tech check 
Instructions on purchasing the textbook 
Unit 1 - Vocabulary and listening focus 

Read course information 
Listening Homework 1 
Speaking Report 1  
 

Week 2 Unit 1 - Speaking focus  
Unit 2 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 1 

Week 3 Unit 2 - Speaking focus  
Unit 3 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 1 

Week 4 
Unit 3 - Speaking focus 
Test 1 (Units 1~3) 

Speaking Report 1  
Listening Homework 2 

Week 5 
Unit 4 - Vocabulary and listening focus 
Unit 4 - Speaking focus Speaking Report 2 

Week 6 Unit 5 - Vocabulary and listening focus Speaking Report 2 



Unit 5 - Speaking focus 

Week 7 Unit 6 - Vocabulary and listening focus 
Unit 6 - Speaking focus 

Speaking Report 2 

Week 8 
Test 2 (Units 4~6) 
Unit 7 - Vocabulary and listening focus 

Listening Homework 2 
Speaking Report 3 
 

Week 9 
Unit 7 - Speaking focus  
Unit 8 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 3 

Week 10 
Unit 8 - Speaking focus  
Unit 9 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 3 

Week 11 
Unit 9 - Speaking focus 
Test 3 (Units 7~9) 

Speaking Report 3 
Listening Homework 3 

Week 12 Unit 10 - Speaking focus  
Unit 10 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 4 

Week 13 Unit 11 - Speaking focus  
Unit 11 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 4 

Week 14 
Unit 12 - Speaking focus  
Unit 12 - Vocabulary and listening focus 

Speaking Report 4 

Week 15 
Test 4 (Units 10~12) 
Feedback and course wrap-up 

Listening Homework 5 
Speaking Report 4 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE112-
Y01 

2.科目名 総合英語Ⅰ 全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山雅彦 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  
17.授業の目的と概要 いわゆる学校文法を整理し、さらにそのスピーキングでの運用能力を養成する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オー
ディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用で
きるようになることを学習目標とする。この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、
とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーション
スキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や
使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習
は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケ
ーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみ
ならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
『英語のハノン──やりなおし英文法スーパードリル／初級』筑摩書房 
『英語のハノン──やりなおし英文法スーパードリル／中級』筑摩書房 
＊購入については、第 1 回の授業で指示する。 

20.参考文献  

21.成績評価 日常点：60 点 
小テスト：40 点 

22.コメント 

教科書は、必ず指定の方法で事前に購入すること。予習は不要であるが、教科書を持参して
いない学⽣は、他の学⽣の迷惑となるため、出席を認めない（教科書を忘れて出席しても、
その回は欠席扱いとする）。また、必ずノートテイキングと作業用のルーズリーフ（または
ノートブック）を持参すること。 
課題を怠った学⽣、居眠りしたり雑談したりする学⽣には、退席を求め、欠席扱いとする。
また、原則として欠席・途中参加は認めない。 

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

第 1 週 
第 1 回 初級／Unit 0 
第 2 回 初級／Unit 1 
 

 

第 2 週 第 3 回 初級／Unit 2 
第 4 回 初級／Unit 3 

 

第 3 週 第 5 回 初級／Unit 4 
第 6 回 初級／Unit 5 

 

第 4 週 
第 7 回 初級／Unit 6 
第 8 回 初級／Unit 7 

 

第 5 週 
第 9 回 初級／Unit 8 
第 10 回 初級／Unit 9  

第 6 週 第 11 回 初級／Unit 10  



第 12 回 初級／Unit 11 

第 7 週 第 13 回 初級／Unit 12 
第 14 回 初級／Unit 13 

 

第 8 週 
第 15 回 初級／Unit 14 
第 16 回 初級／Unit 15 

 

第 9 週 
第 17 回 初級／Unit 16 
第 18 回 初級／Unit 17  

第 10 週 
第 19 回 初級／Unit 18 
第 20 回 初級／Unit 19  

第 11 週 第 21 回 中級／Unit 1 
第 22 回 中級／Unit 2 

 

第 12 週 
第 23 回 中級／Unit 3 
第 24 回 中級／Unit 4 

 

第 13 週 
第 25 回 中級／Unit 5 
第 26 回 中級／Unit 6 

 

第 14 週 
第 27 回 中級／ Unit 7 
第 28 回 中級／ Unit 8  

第 15 週 第 29 回 中級／Unit 9 
第 30 回 中級／Unit 10 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE116-
Y71 

2.科目名 インテンシブイングリッシュⅠ （観光） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade、Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to enable students to have a grasp of the fundamentals of 
all the skill areas: grammar, reading, writing, speaking and listening. In this way, students 
ill become indispensable for communication in English. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

The learning objectives (skills to acquire) of this subject are as follows. 
① Students will be able to learn essential expressions  in hospitality situations through 
actual conversations.   
② Students will be able to improve their vocabulary in hospitality industry and 
management.  
③ Students will be able to develop skills in hospitality such as; teamwork, flexibility, time 
management, communication, interpersonal skills, and problem-solving.  
 

19.教科書・教材 

Title: Hospitality on the Scene 
Publisher: Kinseido Publishing Co., Ltd.  
Authors: Megumi Uesugi, Kay Abe, Chikae Ito, Yasuhiko Matsushima, Takehiko Kozue 
and Jacob Schere 
ISBN:  978-4-7647-4067-9 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. Classroom Activities 40 % 
(Discussion, presentations and skits)   
2. Quizzes and Drills 30% 
3. Final Task 30% 

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

 

*Course Introduction 
*Textbook Overview 
*Lesson flow overview 
Unit 1: Transportation 
You will learn the basic information and guidance 
on various types of transportation.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation 

 

 
Unit 2: At a Check-in Counter (Hotel)  
Goal: Practice response to check-in 

 



*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group Activity: Role-play (Important sente 

 

Unit 3: Facilities and Services 
Goal: Hotel service such as room service and 
fitness center 
(Hotel service information) 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Ski 

 

 

Unit 4: Giving Directions 
Goal: How to give directions to customers from 
overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Pair Activity: Giving directions/ 

 

 

Unit 5: Recommending a Trip 
Goal: Recommending Japanese tourism spots to 
customers from overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group presentation 

 

 

Unit 6: Dining in Japan 
Goal: Learn the points when guiding meals to 
customers from overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 



*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group activity and bra 

 

Unit 7: Dining in Japan (2) 
Goal: We will practice how to explain Japanese food 
that you can easily enjoy.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstor 

 

 

Unit 8: Arranging a Tour 
Goal: Learn how to arrange domestic travel to 
customers from overseas. 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group Activity: Role-p 

 

 

Unit 9: Staying at a Ryokan 
Goal: Learn the things to know and consider when 
staying in a Ryokan.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstorming acti 

 

 

Unit 10: Culture Experience in Japan  
Goal: Learn the points when introducing Japanese 
traditional culture to customers from overseas. 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2 

 

 Unit 11: Culture Experience in Japan (2)  



Goal: Introduce Japanese events and traditional 
entertainment in Japan.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brai 

 

Unit 12: Japanese Souvenirs 
Goal: Introducing Japanese souvenirs 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstorming activity and group presentation: 
Uniqu 

 

 

Unit 13: Dealing with Health Problems and 
Emergencies 
Goal: Learn how to deal with illnesses and injuries 
while traveling and how to respond to emergencies 
such as accidents and disasters.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 

 

Unit 14: Dealing with Complaints and Accidents  
Goal: Learn responses from customers to claims 
and inquiries.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group 

 

 

Unit 15: Upon Departure   
Goal: Learn how to check out and make subsequent 
arrangements.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 



*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE116-
Y72 

2.科目名 インテンシブイングリッシュⅠ （英コミ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横山雅彦 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部英語コミュニケーシ
ョン学科 

9.履修学年 1 年 

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

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L& 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキ
ルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 

MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One [New Edition] 桐原書店 
教科書は、必ず指定の方法で事前に購入しておくこと。予習は不要であるが、教科書を持参
していない学⽣は、他の学⽣の迷惑となるため、出席を認めない（教科書を忘れて出席して
も、その回は欠席扱いとする）。また、必ずノートテイキングと作業用のルーズリーフ（ま
たはノートブック）を持参すること。 

20.参考文献  
21.成績評価 小テスト 100％ 

22.コメント 
課題を怠った学⽣、居眠りしたり雑談したりする学⽣には、退席を求め、欠席扱いとする。
また、原則として欠席・途中参加は認めない。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 Unit 01 人物の動作と状態（Part 1）  
第 2 回 Unit 02 疑問詞を使った疑問文（Part 2）  
第 3 回 Unit 03 日常場面での会話（Part 3）  
第 4 回 Unit 04 アナウンス・ツアー（Part 4）  
第 5 回 Unit 05 物の状態と位置（Part 1）  

第 6 回 
Unit 06 基本構文（依頼／提案・勧誘／申し出）と
応答の決まり文句（Part 2） 
 

 

第 7 回 Unit 07 電話での会話（Part 3）  



 

第 8 回 Unit 08 ラジオ放送・宣伝（Part 4） 
 

 

第 9 回 Unit 09 Yes/No 疑問文（Part 2）  
第 10 回 Unit 10 オフィスでの会話 ①（Part 3）  
第 11 回 Unit 11 留守番電話（Part 4）  
第 12 回 Unit 12 オフィスでの会話 ②（Part 3）  
第 13 回 Unit 13 Part 1 と Part 2 の復習（Part 1, Part 2）  
第 14 回 Unit 14 トーク・スピーチ・会議の一部（Part 4）  
第 15 回 Unit 15 Part 3 と Part 4 の復習（Part 3, Part 4）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE117-
Y71 

2.科目名 インテンシブイングリッシュⅡ （英コミ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横山雅彦 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部英語コミュニケーシ
ョン学科 

9.履修学年 1 年 

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

17.授業の目的と概要 

本来、「TOEIC 英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEIC のために英語を学ぶの
なら、それはまったくの本末転倒である。英検や TOEFL・TOEIC、IELTS などの資格試験
は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな
ら、とくに TOEIC 対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEIC には他の試
験にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることも
また事実である。 
以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L& 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

TOEIC L&R450 点以上を取得する。  
この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに連関するものである。外国語
を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するも
のである。また、言語の 4 技能の習得こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。
英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキ
ルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 

MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One [New Edition] 桐原書店 
教科書は、必ず指定の方法で事前に購入しておくこと。予習は不要であるが、教科書を持参
していない学⽣は、他の学⽣の迷惑となるため、出席を認めない（教科書を忘れて出席して
も、その回は欠席扱いとする）。また、必ずノートテイキングと作業用のルーズリーフ（ま
たはノートブック）を持参すること。 

20.参考文献  
21.成績評価 模擬テスト 100％ 

22.コメント 
課題を怠った学⽣、居眠りしたり雑談したりする学⽣には、退席を求め、欠席扱いとする。
また、原則として欠席・途中参加は認めない。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 Unit 01 表・用紙（Part 7）  
第 2 回 Unit 02 広告（Part 7）  
第 3 回 Unit 03 品詞（Part 5）  
第 4 回 Unit 04 動詞（Part 5）  

第 5 回 
Unit 05 チャット（Part 7） 
 

 

第 6 回 
Unit 06 手紙・Ｅメール（Part 7） 
 

 

第 7 回 Unit 07 代名詞・関係代名詞（Part 5）  



 

第 8 回 Unit 08 接続詞・前置詞（Part 5） 
 

 

第 9 回 Unit 09 ダブルパッセージ（２つの文書）（Par 7）  
第 10 回 Unit 10 Part 5 の復習（Part 5）  

第 11 回 
Unit 11 トリプルパッセージ（３つの文書）（Part 
7） 

 

第 12 回 Unit 12 Part 7 の復習（Part 7）  
第 13 回 Unit 13 時制・代名詞・語い問題（Part 6）  

第 14 回 Unit 14 つなぎ言葉・文の挿入（Part 6） 
 

 

第 15 回 Unit 15 Part 6 の復習（Part 6） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE118-
Y71 

2.科目名 インテンシブイングリッシュⅢ （観光） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade、Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to enable students to have a grasp of the fundamentals of 
all the skill areas: grammar, reading, writing, speaking and listening. In this way, students 
ill become indispensable for communication in English. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

The learning objectives (skills to acquire) of this subject are as follows. 
① Students will be able to learn essential expressions  in hospitality situations through 
actual conversations.   
② Students will be able to improve their vocabulary in hospitality industry and 
management.  
③ Students will be able to develop skills in hospitality such as; teamwork, flexibility, time 
management, communication, interpersonal skills, and problem-solving.  
 

19.教科書・教材 

Title: Hospitality on the Scene 
Publisher: Kinseido Publishing Co., Ltd.  
Authors: Megumi Uesugi, Kay Abe, Chikae Ito, Yasuhiko Matsushima, Takehiko Kozue 
and Jacob Schere 
ISBN:  978-4-7647-4067-9 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. Classroom Activities 40 % 
(Discussion, presentations and skits)   
2. Quizzes and Drills 30% 
3. Final Task 30% 

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

 

*Course Introduction 
*Textbook Overview 
*Lesson flow overview 
Unit 1: Transportation 
You will learn the basic information and guidance 
on various types of transportation.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation 

 

 
Unit 2: At a Check-in Counter (Hotel)  
Goal: Practice response to check-in 

 



*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group Activity: Role-play (Important sente 

 

Unit 3: Facilities and Services 
Goal: Hotel service such as room service and 
fitness center 
(Hotel service information) 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
* Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Ski 

 

 

Unit 4: Giving Directions 
Goal: How to give directions to customers from 
overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Pair Activity: Giving directions/ 

 

 

Unit 5: Recommending a Trip 
Goal: Recommending Japanese tourism spots to 
customers from overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group presentation 

 

 

Unit 6: Dining in Japan 
Goal: Learn the points when guiding meals to 
customers from overseas.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 



*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group activity and bra 

 

Unit 7: Dining in Japan (2) 
Goal: We will practice how to explain Japanese food 
that you can easily enjoy.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstor 

 

 

Unit 8: Arranging a Tour 
Goal: Learn how to arrange domestic travel to 
customers from overseas. 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group Activity: Role-p 

 

 

Unit 9: Staying at a Ryokan 
Goal: Learn the things to know and consider when 
staying in a Ryokan.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstorming acti 

 

 

Unit 10: Culture Experience in Japan  
Goal: Learn the points when introducing Japanese 
traditional culture to customers from overseas. 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2 

 

 Unit 11: Culture Experience in Japan (2)  



Goal: Introduce Japanese events and traditional 
entertainment in Japan.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brai 

 

Unit 12: Japanese Souvenirs 
Goal: Introducing Japanese souvenirs 
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Brainstorming activity and group presentation: 
Uniqu 

 

 

Unit 13: Dealing with Health Problems and 
Emergencies 
Goal: Learn how to deal with illnesses and injuries 
while traveling and how to respond to emergencies 
such as accidents and disasters.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 

 

Unit 14: Dealing with Complaints and Accidents  
Goal: Learn responses from customers to claims 
and inquiries.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 
*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
Group 

 

 

Unit 15: Upon Departure   
Goal: Learn how to check out and make subsequent 
arrangements.  
*Lesson Overview 
*Discussion 
*Key expressions 
*Vocabulary drill 

 



*Conversation Practice 
*Phase 1- Pre-Activity 
*Phase 2  Original Skit 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE119-
A01 

2.科目名 英語総合１ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上加寿子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目は、文の構造の理解、文法項目の定着、さらにそれらを運用できるレベルに高めるこ
とを目的とする。 
【概要】 
本科目では、英作文を含むライティングを中心に様々な形でアウトプットを行いながら、コ
ミュニケーションのための英文法を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. 辞書を活用しながら英文ライティングに取り組むことで、英語学習に対し関心と意欲を
持って楽しみながら臨むことができる。 
2. 様々なトピックの英文ライティングに取り組むことで異なる文化や言語、考え方、社会
の多様性を理解し、状況に応じた思考や判断をすることで複数の事実の関連性を考えたり、
ある事実から原因や結果を筋道を⽴てて考えることができる。 
3. 自分の意見や主張、疑問をまとめ、平易な英文で表現し的確に相手に伝えることができ
る。 

19.教科書・教材 ハンドアウト配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

Quiz (30％) 
Assignment (10％) 
Group Work (20％) 
Final Exam (40％) 

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

Week 1 

Course Orientation（授業の進め方、成績評価の方
法、学習方法等について） 
基本的な英文の構造：文法項目の復習、ライティング
練習 

○シラバスで授業予定を確認する 

Week 2 
Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 ○復習、ライティングの修正 

Week 3 
Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 ○復習、ライティングの修正 

Week 4 Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 

○復習、ライティングの修正 

Week 5 
Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 

○復習、ライティングの修正 

Week 6 
Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 

○復習、ライティングの修正 

Week 7 Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、 ○復習、ライティングの修正 



相互評価、討議 

Week 8 Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 

○復習、ライティングの修正 

Week 9 
Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 

○復習、ライティングの修正 

Week 10 
Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 ○復習、ライティングの修正 

Week 11 
Quiz、文法項目の復習、ライティング課題の分析、
相互評価、討議 ○復習、ライティングの修正 

Week 12 Group Work 1 ◎グループで課題に取り組む 
Week 13 Group Work 2 ◎グループで課題に取り組む 
Week 14 Review ○Final Exam に向けて学修内容を復習する 
Week 15 Final Exam ○本科目のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE119-
Y01 

2.科目名 英語総合１ a 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田哲男 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２学年 

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

17.授業の目的と概要 

 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 
 また、１学年で学んだ英語基礎の内容に加え、複文、重文などのより複雑な文章を運用で
きることを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 英語のハノン（中級） 筑摩書房 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示で使用する場合を除き、原
則禁止とします。 

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

第１週 
第１回：オリエンテーション 
    Unit 8 過去完了形・未来完了形 
第２回：Unit 8 過去完了形・未来完了形 

 

第２週 
第３回：Unit 8 過去完了形・未来完了形 
第４回：Unit 9 間接話法 

 

第３週 
第５回：Unit 9 間接話法 
第６回：Unit 9 間接話法 

 

第４週 
第７回：Unit 10 疑問詞節 
第８回：Unit 10 疑問詞節  

第５週 第９回：Unit 11 比較(1) 原級 
第 10 回 : Unit 11 比較(1) 原級 

 

第６週 第 11 回：Unit 11 比較(1) 原級 
第 12 回 : Unit 12 比較(2) 比較級 

 



第７週 
第 13 回：Unit 12 比較(2) 比較級 
第 14 回：Unit 12 比較(2) 比較級 

 

第８週 
第 15 回：Unit 12 比較(2) 比較級 
第 16 回：中間テスト  

第９週 第 17 回：Unit 13 比較(3) 最上級 
第 18 回：Unit 13 比較(3) 最上級 

 

第 10 週 
第 19 回：Unit 13 比較(3) 最上級 
第 20 回：Unit 13 比較(3) 最上級 

 

第 11 週 
第 21 回：Unit 14 倒置 
第 22 回：Unit 14 倒置 

 

第 12 週 
Smart Choice 上級（教材は教員が準備する） 
第 23 回：Unit 1 関係代名詞(1) 
第 24 回：Unit 1 関係代名詞(1) 

 

第 13 週 
第 25 回：Unit 2 関係代名詞(2) 
第 26 回：Unit 2 関係代名詞(2) 

 

第 14 週 
第 27 回：Unit 3 関係代名詞(3) 
第 28 回：Unit 3 関係代名詞(3)  

第 15 週 第 29 回：Unit 3 関係代名詞(3) 
第 30 回：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE119-
Y02 

2.科目名 英語総合１ b 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田哲男 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２学年 

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

17.授業の目的と概要 

 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 
 また、１学年で学んだ英語基礎の内容に加え、複文、重文などのより複雑な文章を運用で
きることを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 英語のハノン（中級） 筑摩書房 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（各ユニット終了後に実施する小テスト、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示で使用する場合を除き、原
則禁止とします。 

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

第１週 
第１回：オリエンテーション 
    Unit 8 過去完了形・未来完了形 
第２回：Unit 8 過去完了形・未来完了形 

 

第２週 
第３回：Unit 8 過去完了形・未来完了形 
第４回：Unit 9 間接話法 

 

第３週 
第５回：Unit 9 間接話法 
第６回：Unit 9 間接話法 

 

第４週 
第７回：Unit 10 疑問詞節 
第８回：Unit 10 疑問詞節  

第５週 第９回：Unit 11 比較(1) 原級 
第 10 回 : Unit 11 比較(1) 原級 

 

第６週 第 11 回：Unit 11 比較(1) 原級 
第 12 回 : Unit 12 比較(2) 比較級 

 



第７週 
第 13 回：Unit 12 比較(2) 比較級 
第 14 回：Unit 12 比較(2) 比較級 

 

第８週 
第 15 回：Unit 12 比較(2) 比較級 
第 16 回：中間テスト  

第９週 第 17 回：Unit 13 比較(3) 最上級 
第 18 回：Unit 13 比較(3) 最上級 

 

第 10 週 
第 19 回：Unit 13 比較(3) 最上級 
第 20 回：Unit 13 比較(3) 最上級 

 

第 11 週 
第 21 回：Unit 14 倒置 
第 22 回：Unit 14 倒置 

 

第 12 週 
Smart Choice 上級（教材は教員が準備する） 
第 23 回：Unit 1 関係代名詞(1) 
第 24 回：Unit 1 関係代名詞(1) 

 

第 13 週 
第 25 回：Unit 2 関係代名詞(2) 
第 26 回：Unit 2 関係代名詞(2) 

 

第 14 週 
第 27 回：Unit 3 関係代名詞(3) 
第 28 回：Unit 3 関係代名詞(3)  

第 15 週 第 29 回：Unit 3 関係代名詞(3) 
第 30 回：期末テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE119-
Y03 

2.科目名 英語総合１ c 3.単位数 2 

4.授業担当教員 和泉有⾹ 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２学年 

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

17.授業の目的と概要 

 高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、オ
ーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運用
できるようになることを学習目標とする。 
 また、１学年で学んだ英語基礎の内容に加え、複文、重文などのより複雑な文章を運用で
きることを目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、そのままその言語を使う人々や使われている地域を理解する
ということであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は総合的な英米地域研究に直
結するものである。 

19.教科書・教材 英語のハノン（中級） 筑摩書房 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

中間テスト 30 点 
期末テスト 30 点 
通常点 20 点（毎回の口頭チェック、授業参加姿勢等） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や実施方法については、授業の中で説明します。 

22.コメント 

・教科書を購入していない学⽣は、評価の対象外とします。 
・対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員が指示する場合を除き、原則禁
止とします。 
・授業内容（進度）は実情に合わせて柔軟に調整します。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１週 
第１回：オリエンテーション 
    Unit 8 過去完了形・未来完了形 
第２回：Unit 8 過去完了形・未来完了形 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第２週 第３回：Unit 8 過去完了形・未来完了形 
第４回：Unit 9 間接話法 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第３週 第５回：Unit 9 間接話法 
第６回：Unit 9 間接話法 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第４週 
第７回：Unit 10 疑問詞節 
第８回：Unit 10 疑問詞節 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第５週 
第９回：Unit 11 比較(1) 原級 
第 10 回 : Unit 11 比較(1) 原級 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第６週 第 11 回：Unit 11 比較(1) 原級 音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習



第 12 回 : Unit 12 比較(2) 比較級 ならびに音読、暗唱 

第７週 第 13 回：Unit 12 比較(2) 比較級 
第 14 回：Unit 12 比較(2) 比較級 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第８週 
第 15 回：Unit 12 比較(2) 比較級 
第 16 回：中間テスト 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第９週 
第 17 回：Unit 13 比較(3) 最上級 
第 18 回：Unit 13 比較(3) 最上級 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 10 週 
第 19 回：Unit 13 比較(3) 最上級 
第 20 回：Unit 13 比較(3) 最上級 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 11 週 第 21 回：Unit 14 倒置 
第 22 回：Unit 14 倒置 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 12 週 
Smart Choice 上級（教材は教員が準備する） 
第 23 回：Unit 1 関係代名詞(1) 
第 24 回：Unit 1 関係代名詞(1) 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 13 週 第 25 回：Unit 2 関係代名詞(2) 
第 26 回：Unit 2 関係代名詞(2) 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 14 週 
第 27 回：Unit 3 関係代名詞(3) 
第 28 回：Unit 3 関係代名詞(3) 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 

第 15 週 
第 29 回：Unit 3 関係代名詞(3) 
第 30 回：期末テスト 

音声を聞きながら、授業内容を徹底的に復習
ならびに音読、暗唱 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE119-
Y04 

2.科目名 英語総合１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 George Schaaff 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Students of Integrated English 1 (L3) will: 
Learn skills associated with listening and reading of academic texts (for success in 
TOEIC) 
Learn discussion strategies for success in holding effective discussions in an academic 
context: summarizing, eliciting 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材 
Longman Preparation Series for the TOEIC Test (6th edition) Listening and Reading 
INTERMEDIATE 
This textbook should be purchased using the Maruzen link on UNIPA. 

20.参考文献  

21.成績評価 

Speaking Prep Homework (4 x 6.25%) 25% 
Writing Assignments (4 x 6.25% each) 25% 
Tests (4 x 10% each) 40% 
Participation 10% (*Making an effort to communicate in lessons and complete 
TOEIC skills practice homework affect this score.) 

22.コメント  

23.オフィスアワー The instructor may be contacted by email. 
pg-schaaff@kuins.ac.jp 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 Course Introduction / tech check 
Unit 1 Discussion topic introduction 

Speaking Prep Homework 1 

Week 2 TOEIC skills focus 
Unit 1 Discussion strategy focus 

TOEIC practice (listening or reading) 
Writing Assignment 1 

Week 3 
TOEIC skills focus 
Unit 1 Speaking focus 

TOEIC practice (listening or reading) 
Prepare for Test 1 

Week 4 
Unit 1 Test 
TOEIC skills focus TOEIC practice (listening or reading) 

Week 5 
Unit 2 Discussion topic introduction 
TOEIC skills focus 

Speaking Prep Homework  2 
TOEIC practice (listening or reading) 

Week 6 Unit 2 Discussion strategy focus 
TOEIC skills focus 

Writing Assignment 2 
TOEIC practice (listening or reading) 

Week 7 
Unit 2 Speaking focus 
Unit 2 Test 

Prepare for Test 2 

Week 8 
TOEIC skills focus 
Unit 3 Discussion topic introduction 

TOEIC practice (listening or reading) 
Speaking Prep Homework  3 

Week 9 TOEIC skills focus TOEIC practice (listening or reading) 



Unit 3 Discussion strategy focus Writing Assignment 3 

Week 10 TOEIC skills focus 
Unit 3 Speaking focus 

TOEIC practice (listening or reading) 
Prepare for Test 3 

Week 11 
Unit 3 Test 
TOEIC skills focus 

TOEIC practice (listening or reading) 

Week 12 
Unit 4 Discussion topic introduction 
TOEIC skills focus 

Speaking Prep Homework  4 
TOEIC practice (listening or reading) 

Week 13 
TOEIC skills focus 
Unit 4 Discussion strategy focus 

TOEIC practice (listening or reading) 
Writing Assignment 4 

Week 14 TOEIC skills focus 
Unit 4 Speaking focus 

TOEIC practice (listening or reading) 
Prepare for Test 4 

Week 15 
Unit 4 Test 
Course review and wrap-up 

Course reflection 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE119-
Y05 

2.科目名 英語総合１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Patrick Shorb 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
This class is intended to raise student's English Communication Abilities to the B1 CEFR 
Band, ie. as an independent user of the English language. It is to help students become 
comfortable speaking with others on an increasingly wide array of topics. Over 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

This course is intended to help students approach the CEFR B1 band. According to the 
Council of Europe, this mastery includes the following abilities: 
"Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly 
encountered in work, school, leisure, etc.  
Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the 
language is spoken.  Can produce simple connected text on topics which are familiar or 
of personal interest.  
Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give 
reasons and explanations for opinions and plans." 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-
1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale 
Specifically, goals are to help students prepare for the TOEIC at the intemediate-
advanced level. 
In keeping with the Kansai University of International Studies' Diploma Policy, this course 
will enable students to do the following: 
1. Can deliver effective presentations on one's own, thereby demonstrating intermediate-
level self-initiative. 
2. Can talk to people from other cultures by using diverse speaking pragmatics 
approaches and dialogue cues, thereby demonstrating intermediate-level intercultural 
understanding. 
3. Can express opinions in English effectively and politely disagree with others in multiple 
academic contexts, thereby demonstrating intermediate-level communication skills. 

19.教科書・教材 
"Longman Preparation Series for the TOEIC Test"-Introductory Course (6th edition) by 
Lin Lougheed will be the textbook will be assigned for this course. ISBN 978-0-13-
498484-1. Please order this book as soon as possible, It is available through Maruzen. 

20.参考文献  

21.成績評価 
Test Preparation Activities 40% 
Listening and Presentation assessments: 40% 
Final project: 20% 

22.コメント Students are expected to bring a computer to every class. 
23.オフィスアワー Usually every Friday, during lunch hour. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 Part 1: Photographs Preparation for Class Discussion 



 
Week 2 Part I Photographs Preparation for Class Discussion 
Week 3 
 Part 2 Question-Response Preparation for Class Discussion 

Week 4 Part 2 Question-Response Preparation for Class Discussion 

Week 5 Part 3 Conversations 
Preparation for Class Debate 
 

Week 6 Part 3 Conversations Preparation for Class Discussion 

Week 7 Part 4 Talks 
Preparation for Class Discussion 
 

Week 8 Part 4 Talks 
Preparation for Class Discussion 
 

Week 9 Part 5 Incomplete Sentences 
Preparation for Class Discussion 
 

Week 10 Part 5 Incomplete Sentences Preparation for Class Presentations 

Week 11 Part 6 Text Completion 
Preparation for Class Discussion 
 

Week 12 Part 6 Text Completion 
Preparation for Class Discussion 
 

Week 13 Part 7 Reading Comprehension Preparation for Class Discussion 
Week 14 Part 7 Reading Comprehension Preparation for Class Discussion 
Week 15 Part 7 Reading Comprehension Preparation for Final Assessment 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE119-
Y06 

2.科目名 英語総合１ L3（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

1. Students will be introduced to the techniques of TOEIC 
2. Students will become familiar with the TOEIC Scoring Process 
3. Skills will be developed in listening to, writing, and reading English, which can also be 
practiced outside the classroom 
4. Learn 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By Semester's end, it is expected that students will successfully be able to achieve these 
Department abilities: 
1. Autonomous and independent attitue (Autonomy);   2. Problem-finding and solving 
ability;  3. Develop high level skills in Writing, Listening, Reading and Speaking 

19.教科書・教材 Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course (6th Edition) by 
Lin Lougheed. Publisher:  Pearson     ISBN: 978-0-13486-2712 

20.参考文献  

21.成績評価 

- Speaking Preparation Homework    - 20% 
- Class Participation (cooperation / motivation / attitude) - 20% 
- Writing Assignments - 20% 
- 4 Tests @ 10% each  - 40% 

22.コメント 

- English is the language of the classroom  
-You will need a LAPTOP computer in order to do this class!  
- As this is progressive assessment, your in-class attendance is strongly recommended. 
- Please use your cell phone ONLY on class-related activities 
** All care is taken, but the timetable is subject to change due to unforeseen 
circumstances ** 

23.オフィスアワー 
** Please contact your Teacher at above email address as her attendance on campus is 
limited! ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions, assessment, course 
requirements, your English experience; In-class 
exercise, technology check 
Meeting 2: What is TOEIC, tips and strategies, the 
Longman book and format, the scoring system;  
UNIT1 - Discussion topic introduction 

Speaking prep homework 1 

Week 2 
Meeting 1: TOEIC skills focus - reading, photo 
gallery 
Meeting 2: UNIT 1 - Strategy focus, Listening 

TOEIC practice test (listening or reading);  
WRITING ASSIGNMENT 1 

Week 3 
Meeting 1:  TOEIC skills focus reading, photos 
Meeting 2:  UNIT 1: Speaking focus, Listening 

TOEIC practice test (listening or reading);  
Prepare for TEST 1 

Week 4 Meeting 1: UNIT 1 TEST Listening or reading practice 



Meeting 2: TOEIC skills focus - reading, photos 

Week 5 Meeting 1: Discussion topic introduction, Speaking 
Meeting 2: TOEIC skills focus - reading, photos 

Speaking prep homework 2 + TOEIC 
practice test (listening or reading) 

Week 6 
Meeting 1: Discussion strategy focus;  photo 
gallery questions 
Meeting 2: TOEIC skills focus, Listening 

WRITING ASST. 2 

Week 7 
Meeting 1: UNIT 2 - Speaking focus, photo gallery 
questions 
Meeting 2: UNIT 2 TEST 

Reflect on UNIT 2 Test - your strengths 
and weaknesses 

Week 8 Meeting 1: TOEIC skills focus - reading and photos 
Meeting 2: Discussion topic, Listening 

TOEIC practice test (speaking or reading) 

Week 9 

Meeting 1:  TOEIC skills focus - reading and 
photos 
Meeting 2: UNIT 3 - Discussion strategy focus, 
Listening 

WRITING ASST. 3 

Week 10 
Meeting 1:  TOEIC skills focus - Reading and 
photos 
Meeting 2: UNIT 3 - Speaking focus, Listening 

Practic test (listening or reading);  
prepare for TOEIC Test 3 

Week 11 
Meeting 1:  UNIT 3 TEST 
Meeting 2:  TOEIC skills focus - Speaking, Reading TOEIC practice test (listening or reading) 

Week 12 
Meeting 1: UNIT 4 - Discussion topic, Reading & 
photos 
Meeting 2: TOEIC skills focus - Listening 

Speaking preparation homework 4 

Week 13 
Meeting 1:  TOEIC skills focus, Reading and photos 
Meeting 2:  UNIT 4 - Discussion strategy focus, 
Listening 

WRITING ASST. 4 

Week 14 
Meeeting 1: TOEIC skills focus - Reading & photos 
Meeting 2: UNIT 4 Speaking focus, Listening Prepare for Test 4 

Week 15 

Meting 1: UNIT 4 TEST 
Meeting 2: Course review and wrap-up;  reflection 
on weaknesses and strengths;   TOEIC strategies 
for official exam 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE120-
A01 

2.科目名 英語総合２ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上加寿子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目は、文の構造の理解、文法項目の定着、さらにそれらを応用できるレベルに高めるこ
とを目的とする。 
【概要】 
本科目では、英語を文法の観点から学び、辞書を活用しながら様々なトピックの英文ライテ
ィングに取り組むことで、異なる文化や言語、考え方、社会の多様性の理解を促進するとと
もに、自分の意見や主張、疑問をまとめ、平易な英文で表現し的確に相手に伝えることがで
きるコミュニケーションのための英文法を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. 辞書を活用しながら英文ライティングに取り組むことで、英語学習に対し関心と意欲を
持って楽しみながら臨むことができる。 
2. 様々なトピックの英文ライティングに取り組むことで異なる文化や言語、考え方、社会
の多様性を理解し、状況に応じた思考や判断をすることで複数の事実の関連性を考えたり、
ある事実から原因や結果を筋道を⽴てて考えることができる。 
3. 自分の意見や主張、疑問をまとめ、平易な英文で表現し的確に相手に伝えることができ
る。 

19.教科書・教材 ハンドアウト配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

Writing Log (30％) 
Group Work（20％） 
Assignment （10％） 
Final Report （40％） 

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

Week 1 
Course Orientation（授業の進め方、成績評価の方
法、学習方法等について） 

○シラバスで授業予定を確認する 

Week 2 
Writing Activity 1 
ライティング課題の分析、相互評価、討議 ○Writing Journal の作成 

Week 3 
Writing Activity 2 
ライティング課題の分析、相互評価、討議 ○Writing Journal の作成 

Week 4 Writing Activity 3 
ライティング課題の分析、相互評価、討議 

○Writing Journal の作成 

Week 5 
Writing Activity 4 
ライティング課題の分析、相互評価、討議 

○Writing Journal の作成 

Week 6 
Writing Activity 5 
ライティング課題の分析、相互評価、討議 

○Writing Journal の作成 

Week 7 Writing Activity 6 ○Writing Journal の作成 



ライティング課題の分析、相互評価、討議 

Week 8 Writing Activity 7 
ライティング課題の分析、相互評価、討議 

○Writing Journal の作成 

Week 9 
Writing Activity 8 
ライティング課題の分析、相互評価、討議 

○Writing Journal の作成 

Week 10 Review ○Group Work に向けて学修内容を復習する 
Week 11 Group Work 1 ◎グループで課題に取り組む 
Week 12 Group Work 2 ◎グループで課題に取り組む 
Week 13 Assignment 1 ○Assignment に取り組む 
Week 14 Assignment 2 ○Assignment に取り組む 
Week 15 Final Report ○本科目のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE120-
Y01 

2.科目名 英語総合２ L4 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade、Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
In this English comprehensive course, the students will be able to have a grasp of the 
fundamentals of all the skill areas: grammar, reading, writing, speaking and listening. 
These things will enable students to significantly improve their chances for adv 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester, the students will be able to acquire the following:  
1. The students will be able to develop their comprehension skills to communicate more 
effectively in various situations.  
2. The students will be able to improve their fluency in speaking.  
3. The students will be able to polish their writing skills and targeting specific skills they 
need for a particular social or professional environment. 

19.教科書・教材 

Textbook title: Longman Preparation Series for the TOEIC Test (Advanced Course) 6th 
Edition 
Publisher: Pearson Education  
Author: Lin Lougheed 
ISBN: 978-0-13-486270-5 

20.参考文献  

21.成績評価 

Classroom activities (points) 20% 
Classroom participation (cooperation and attitude) 15%  
EOP (English Only Policy): 5% 
Attendance 5% 
English Lounge 5%  
Midterm Task 20% 
Final Task 30%   
 

22.コメント Attendance and active participation of students in classroom activities are highly 
encouraged. 

23.オフィスアワー 
Monday-Friday 
Kobe Yamate Campus Bldg. 3 
Global Gakushu Plaza Rm 016 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1. Course Introduction 
2. Syllabus Overview 
3. Textbook Overview 
4. Class requirements 
5. Grade Evaluation  
6. Attendance Registration  
Warm-up Activity: 2 truths 1 Lie (Group Activity) 
Mechanics: The class will be divided into 4 groups. 

 



Each group wil 

 

Part 1: Photographs  
Warm-up Activity  
Strategy Overview  
Language Strategies  
Exercise 1: Analyzing Photos (Photos of People, 
Photos of Things) 
*Answer Discussion  
* Review Strategies  
Classroom Output: Picture Description  
*Write as many sentences as 

 

 

Part 2: Question-Response  
*Strategy Overview  
 *Language Strategies  
Exercise 1: Who 
Exercise 2: What  
Exercise 3: When 
Exercise 4~  
Strategy Practice  
Classroom output: (Group Task) Create 5 question-
response items. Ask other groups to choose the bes 

 

 

Part 3: Conversations  
*Strategy overview 
*Language Strategies  
* Test Strategies  
Classroom output: Quiz: Catch the info 
                              *English riddle 
(listening comprehension practice) 
                              *English audio 
clips 

 

 

Part 4: Talks  
Strategy Overview 
*Business Announcements 
* Special Announcements 
* Recorded Messages  
* Advertisements  
*News 
*Weather  
(Drills and Answer Discussions) 

 

 Review Part 1-4  
 Midterm Test  

 

Part 5: Incomplete Sentences  
*Strategy overview  
                *Language strategies  
                  Word Patterns/ Word choice 
*Test Strategies 
               Context 
Prepositions 

 



Coordinate conjunctions 
Subordinate conjunctions  
Transition Words  
 

 Review Part 5 
 

 

 

Part 6: Text Completion 
Strategy Overview 
Language Strategies 
                Word Patterns/ Word Choice 
Test Strategies 
      Context/ Purpose/ Sentence Choice 
Adjective Comparisons and Superlatives 
Language Strategy 1 
Language Strategy 2 
Activity: St 

 

 Review Part 6  

 

Part 7: Reading Comprehension  
*Strategy overview  
                Language Strategies  
       (Advertisements/ Bulletins/ Forms and 
Tables/ Labels, letters E-mails and Memos/ Text 
Messages and Online Chats)  
*Single Passages 
             Advertisements 

 

 

Part 7: Reading Comprehension  
Reading comprehension review  
Activity continuation: Article review  
Article review discussion  
Brainstorming 
Reflection 

 

 Review Part 7  
 Final Test  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE120-
Y02 

2.科目名 英語総合２ L4 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade、Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
In this English comprehensive course, the students will be able to have a grasp of the 
fundamentals of all the skill areas: grammar, reading, writing, speaking and listening. 
These things will enable students to significantly improve their chances for adv 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester, the students will be able to acquire the following: 
1. The students will be able to develop their comprehension skills to communicate more 
effectively in various situations. 
2. The students will be able to improve their fluency in speaking 
3.The students will be able to polish their writing skills and targeting specific skills they 
need for a particular social or professional environment. 

19.教科書・教材 

Textbook title: Longman Preparation Series for the TOEIC Test (Advanced Course) 6th 
Edition 
Publisher: Pearson Education 
Author: Lin Lougheed 
ISBN: 978-0-13-486270-5 

20.参考文献  

21.成績評価 

Classroom activities (points) 20% 
Classroom participation (cooperation and attitude) 15% 
EOP (English Only Policy): 5% 
Attendance 5% 
English Lounge 5% 
Midterm Task 20% 
Final Task 30% 

22.コメント 
Attendance and active participation of students in classroom activities are highly 
encouraged. 

23.オフィスアワー 
Monday-Friday 
Kobe Yamate Campus Bldg. 3 
Global Gakushu Plaza Rm 016 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1. Course Introduction 
2. Syllabus Overview 
3. Textbook Overview 
4. Class requirements 
5. Grade Evaluation 
6. Attendance Registration 
Warm-up Activity: 2 truths 1 Lie (Group Activity) 
Mechanics: The class will be divided into 4 groups. 
Each group will 

 



 

Part 1: Photographs 
Warm-up Activity 
Strategy Overview 
Language Strategies 
Exercise 1: Analyzing Photos (Photos of People, 
Photos of Things) 
*Answer Discussion 
* Review Strategies 
Classroom Output: Picture Description 
*Write as many sentences as you ca 

 

 

Part 2: Question-Response 
*Strategy Overview 
*Language Strategies 
Exercise 1: Who 
Exercise 2: What 
Exercise 3: When 
Exercise 4~ 
Strategy Practice 
Classroom output: (Group Task) Create 5 question-
response items. Ask other groups to choose the 
best respo 

 

 

Part 3: Conversations 
*Strategy overview 
*Language Strategies 
* Test Strategies 
Classroom output: Quiz: Catch the info 
                             *English riddle 
(listening comprehension practice) 
                             *English audio clips 
 

 

 

Part 4: Talks 
Strategy Overview 
*Business Announcements 
* Special Announcements 
* Recorded Messages 
* Advertisements 
*News 
*Weather 
(Drills and Answer Discussions) 

 

 Review Part 1-4  
 Midterm Test Week  

 

Part 5: Incomplete Sentences 
*Strategy overview 
               *Language strategies 
                 Word Patterns/ Word choice 
*Test Strategies 
              Context 
Prepositions 

 



Coordinate conjunctions 
Subordinate conjunctions 
Transition Words 
Grammar 

 Review Part 5  

 

Part 6: Text Completion  
Strategy Overview  
Language Strategies  
                 Word Patterns/ Word Choice  
Test Strategies  
       Context/ Purpose/ Sentence Choice  
Adjective Comparisons and Superlatives  
Language Strategy 1  
Language Strategy 2  
A 

 

 Review Part 6  

 

Part 7: Reading Comprehension 
*Strategy overview 
               Language Strategies 
      (Advertisements/ Bulletins/ Forms and 
Tables/ Labels, letters E-mails and Memos/ Text 
Messages and Online Chats) 
*Single Passages 
            Advertisements 
 

 

 

Part 7: Reading Comprehension 
Reading comprehension review 
Activity continuation: Article review 
Article review discussion 
Brainstorming 
Reflection 

 

 Review Part 5-7  
 Final Test  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE121-
Y01 

2.科目名 アドバンスト・コミュニケーション１ a 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

The aim of this course is to allow students to become more effective communicator that 
could connect people and build relationship with them. This enables every student to be 
empowering individuals of the society.  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester the students will be able to:  
1. To efficiently and effectively use the four major skills of the English Language: 
Speaking, Listening, Reading and Writing. 
2. To develop communication skills in a wide range situations.  
3. To confidently express their thoughts and feelings on topics such as life, education, 
success, motivation, etc. 

19.教科書・教材 

Textbook title: Smart Choice 3 (Fourth Edition) Student Book 
Publisher: Oxford University Press 
Author: Ken Wilson, Alice Savage 
ISBN: 978-0-19-406129-2 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. In-class activities (points) 20% 
2. Class participation (cooperation and attitude) 20% 
3. Homework: Flipgrid Activities 10% 
3. Midterm Task: 20% 
4. Final Task: 30% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
Monday-Friday 
Global Gakushu Plaza, Room 016 
Kobe Yamate Building 3 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Day 1: 
Course Introduction  
Unit 1: Introduction 
Day 2: Unit 1 Reading  
            Unit 1 Speaking 
 

 

Week 2 

Day 3 
Unit 2: Vocabulary and Language Practice 
Day 4  
Unit 2: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 3 
Day 5 
Unit 2: Vocabulary and Language Practice 

 



Day 6  
Unit 2: Listening, Reading and Speaking 

Week 4 

Day 7 
Unit 2: Vocabulary and Language Practice 
Day 8  
Unit 2: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 5 

Day 9 
Unit 5: Vocabulary and Language Practice 
Day 10 
Unit 5: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 6 

Day 11 
Unit 6: Vocabulary and Language Practice 
Day 12 
Unit 6: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 7 

Day 13 
Unit 7: Vocabulary and Language Practice 
Day 14  
Unit 7: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 8 

Day 15 
Midterm Review 
Day 16 
Midterm Test  (June 3rd) 

 

Week 9 

Day 17 
Unit 8: Vocabulary and Language Practice 
Day 18  
Unit 8: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 10 

Day 19 
Unit 9: Vocabulary and Language Practice 
Day 20  
Unit 9: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 11 

Day 21 
Unit 10: Vocabulary and Language Practice 
Day 22 
Unit 10: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 12 

Day 23 
Unit 11: Vocabulary and Language Practice 
Day 24  
Unit 11: Listening, Reading and Speaking 
 

 

Week 13 

Day 25 
Unit 12: Vocabulary and Language Practice 
Day 26 
Unit 12: Listening, Reading and Speaking 

 

Week 14 

Day 27 
Unit Review 
Final Task Preparation 
Day 28  

 



Unit Review 
Final Task Preparation 

Week 15 

Day 29 
Written Test 
Final Task Preparation 
Day 30 
Final Task  (July 25th) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE121-
Y02 

2.科目名 アドバンスト・コミュニケーション１ b 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Ian Matthew Allensworth 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Students will improve the four skills (speaking, listening, reading, writing) of English 
through textbook   and classroom activities with a focus on authentic communication. 
Students will also learn public speaking and presentation skills and will make a 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 

Smart Choice 4th Edition Book 3 with Online Practice 
Oxford Publishing 
ISBN: 978 0 19 406123 0 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

Participation 45% 
Tests and Quizzes 30% 
Final Presentation 25% 
 

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

Week 1 Day 1: Class Introduction 
Day 2 : Classroom English 

 

Week 2 Unit 1  
Week 3 Unit 2  
Week 4 Unit 3  

Week 5  
Unit 3 / Unit 4 

 

Week 6 Unit 4 / Unit 5  
Week 7 Unit 5 / Unit 6  
Week 8 Unit 6 / Midterm Review  
Week 9 Midterm test / Unit 7  
Week 10 Unit 7 / Unit 8  
Week 11 Unit 8 / Unit 9  
Week 12 Unit 9 /Unit 10  
Week 13 Unit 10 / Unit 11  
Week 14 Unit 11 / Unit 12  
Week 15 Final Presentations  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE121-
Y03 

2.科目名 アドバンスト・コミュニケーション１ c 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
Lecture, Group Discussion, Student 
Presentation, Worksheets, Videos and 
other  media, Online Applications 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This is a four skills course designed to improve and enhance oral skills that are relevant 
to establishing and maintaining a direct conversation and communication with native and 
nonnative speakers of English. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the course, the students will be able to: 
1. Improve fluency through regular pair and group work practice on a wide range of topics 
from around the world. 
2. Upgrade their listening, reading, and writing with better English grammar structures 
and comprehension through individual and group worksheet activities.  
3. Track their own progress through online practice activities included in the textbook. 

19.教科書・教材 
Title: Smart Choice 3 (4th Edition, Oxford)  
Author: Ken Wilson 

20.参考文献 Additional references will be provided during the class. 

21.成績評価 

Worksheets / Quizzes:         20% 
Class Participation:              20% 
Midterm Test:                       20%                   
Final Test:                            20% 
Attendance:                         5% 
Homework:                          15% 
Tota 

22.コメント 

1. This course is conducted in English 
2. Always bring your textbooks in class. 
3. If you have any questions or problems, it is important to see me as soon as possible so 
we can 
appropriately address the situation. 

23.オフィスアワー 
The instructor is on campus from Mondays to Fridays and can also be contacted via 
email. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Day 1: Greetings, Syllabus Discussion, Learning 
Applications 
Day 2: Unit 1 (Vocabulary, Grammar, Listening) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 2 
Day 3: Unit 1 (Reading, Writing, Speaking) 
Day 4: Unit 2 (Vocabulary, Grammar, Listening) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 3 
Day 5: Unit 2 (Reading, Writing, Speaking) 
Day 6: Unit 3 (Vocabulary, Grammar, Listening) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 4 Day 7: Unit 3 (Reading, Writing, Speaking) Textbook 



Day 8: Unit 4 (Vocabulary, Grammar, Listening) Homework: Video 

Week 5 Day 9: Unit 4 (Reading, Writing, Speaking) 
Day 10: Unit 5 (Vocabulary, Grammar, Listening) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 6 
Day 11: Unit 5 (Reading, Writing, Speaking) 
Day 12: Unit 6 (Vocabulary, Grammar, Listening) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 7 
Day 13: Unit 6 (Reading, Writing, Speaking) 
Day 14: Unit 7 (Vocabulary, Grammar, Listening) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 8 
Day 15: Unit 7 (Reading, Writing, Speaking) 
Day 16: Midterm Test Textbook 

Week 9 Day 17: Unit 7 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 18: Unit 7 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 10 
Day 19: Unit 8 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 20: Unit 8 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 11 
Day 21: Unit 9 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 22: Unit 9 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 12 
Day 23: Unit 10 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 24: Unit 10 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 13 Day 25: Unit 11 (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 26: Unit 11 (Reading, Writing, Speaking) 

Textbook 
Homework: Video 

Week 14 Day 27: (Vocabulary, Grammar, Listening) 
Day 28: (Reading, Writing, Speaking) 

PC, Textbook 
Homework: Video 

Week 15 
Day 29: Final Test Preparation 
Day 30: Final Test 

PC, Textbook 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE121-
Y04 

2.科目名 アドバンスト・コミュニケーション１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Students will be instructed in how to: 
- make successful presentations 
- speak clearly and effectively on a topic of interest to an audience 
- express your opinion confidently and persuasively   
- develop your own unique presentation style 
- plan and orga 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this course, you should be able to achieve the following abilities set by the 
Department: 
1) Autonomous and independent learning skills; 
2) problem identification and solution ability 
3) Communication skills (Oral and Visual) 

19.教科書・教材 

"Present Yourself 2" Viewpoints (Second Edition)  by Steven Gershon [Cambridge 
University Press] 
(a blue A4 sized book) 
ISBN:  978-1-107-43578-0   
 

20.参考文献 
Best dictionary for students of English: www.collinsdictionary.com /Best thesaurus: 
www.thesaurus.com 

21.成績評価 

1. Give a 10 minute class presentation on a topic of interest to you, related to your 
business studies  
  You will use the format of Introduction / Body / Conclusion / Question Time / 
References  - 30% 
2. 2  x 5 minute Flipgrid mini presentations -  20% 
3 

22.コメント 

- English is the language of the classroom 
-You will need a LAPTOP computer in order to do this class!  
-  As this is progressive assessment, your in-class attendance is advised! 
- Please only use your cell phone for class work 
** All care is taken, but the timetable is subject to change due to unforeseen 
circumstances ** 

23.オフィスアワー 
** Please contact your Teacher at the above email address as her attendance on campus 
is limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Introductions, course requirements, study skills, 
note-taking, 
"Present Yourself" book, activities, how to be 
organised. 

Communication skills exercise 



Create your own English Vocab book for lifelong 
learning. 
Discussion of possible TOPICS / What is Flipgrid? 
 

Week 2 

Choosing your topic.  CHAPTER 1: A Person to 
Admire 
- questionnaire / describe life history & 
achievements / class discussion on famous people  
- Effective introduction & conclusion , Openers & 
Closers 
- Note cards & eye contact 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 3 

CHAPTER 1 continued 
-plan and give a mini-presentation in class on a 
person you admire  
- Flipgrid "Hello, I am!" one minute presentation 
- English VOCAB notebook! 
 

Prepare your Flipgrid mini presentation 

Week 4 

CHAPTER 2: A Great Vacation Idea 
- interview classmates / suggestions for beginning 
and ending your presentation / use of PowerPoint / 
body language tips and tricks 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 5 

CHAPTER 2 continued 
- plan and give a presentation about a vacation you 
recommend 
- organisational skills 
 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 6 

CHAPTER 3: Young People Today 
- survey topics, questions & results / describing 
and conducting a class survey / reporting survey 
results / raise-your-hand surveys /  
making effective aids and use of REALIA / 
emphasising key info 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 7 

CHAPTER 3:  continued 
- plan and give a presentation about a survey you 
conducted 
- effective note-taking 
English VOCAB book 

** 3 minute Flipgrid due this week! (10%) 
** 

Week 8 

CHAPTER 4:  Let Me Explain 
- Q & A for a Fact or Myth quiz 
- providing context (background) and process steps 
- interesting presentation beginnings and endings 
- audience Q & A 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 9 

CHAPTER 4 continued 
- plan and give a presentation on how something 
works or happens 
- progress check (come check the Excel sheet to 
see how you're going) 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 10 CHAPTER 5:  In My Opinion ** 3 minute Flipgrid 2nd presentation due 



-current issues &  surveying classmates  
- expressing opinions & supporting them with 
reasons 
- beginning presentation with a common viewpoint 
- ending presentation with a "call to action' 
- using your voice effectively + use of 

this week! (10%) ** 

Week 11 
CHAPTER 5 continued 
- plan and give an in-class presentation about a 
news story 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 12 

CHAPTER 6:  In the News 
- headlines and stories 
- conducting a news questionnaire 
- summarising a news story 
- describing reactions to a news story 
 

Assigned homework from 
the textbook. 

Week 13 

CHAPTER 6 continued 
- beginning presentations with a news headline 
- ending with an unanswered question 
- varying speech pace 
- leading a group discussion 
- prepare a presentation about a news story 

Prepare for your Presentation 

Week 14 

- Give your mini presentation in class about a news 
story 
- Time in class to prepare PowerPoint 
presentations, and work 
 on your script.  
- progress check (come check the Excel sheet to 
see how you're going) 

Prepare for your Presentation 
(Have you completed your 3 Flipgrids?) 

Week 15 

CLASS PRESENTATIONS (20 minute maximum 
each student) 
- allow 1 minute set-up time, 3 minutes for 
Question and Answer time 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE121-
Y06 

2.科目名 
アドバンスト・コミュニケーション１ L3
（1/2） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Students will make successsful presentations by learning the following:  delivery. 
preparation,   good content, planning, visual aids and performance. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At Semester's end, students are expected to successfully achieve the following abilities 
set by the Department:  1)  Autonomous and independent attitude (autonomy);   2) 
Problem finding and solving skills;   3) Communication skills 

19.教科書・教材 
Successful Presentations - An Interactive Guide 1 (Mark D. Stafford) 
ISBN: 978-4-86312-2123 

20.参考文献  

21.成績評価 

TWO Presentations (1 in MAY & 1 in JUNE) - 40%; 
Mini presentations and other tasks - 20%; 
Problem Based Learning (PBL: think of business-related issue).  Final presentation: the 
top 3 best presentations will join the all Second Year Presentation Competiti 

22.コメント 

- English is the language of the classroom  
-You will need a LAPTOP computer in order to do this class!  
- As this is progressive assessment, your in-class attendance is strongly recommended. 
- Please use your cell phone ONLY on class-related activities 
** All care is taken, but the timetable is subject to change due to unforeseen 
circumstances ** 

23.オフィスアワー 
** Please contact your Teacher at the above email address as her attendance on campus 
is limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions, ice breaker, course 
requirements, assessment 
Meeting 2: UNIT 1:  self introduction, first 
impressions 
Skills: Delivery - Posture, Content Introduction, 
Visual Aids, Title Slide 

Prepare for mini presentation 1 

Week 2 

Meeting 3: Mini presentations 1 in groups of 3 or 4, 
and giving feedback. 
UNIT 2: Hometown, No Place like Home 
Skills: Delivery - Eye Contact, Content overview, 
Visual Aids, Overside Slide 
Meeting 4: Continue UNIT 2, Mini Presentations, 3 
preparation 

Prepare for mini presentation 2 

Week 3 
Meeting 5: Mini presentations 2 (in groups of 3 or 4 
& giving feedback) 
UNIT 3: Family, All in Family 

Prepare for mini presentation 3 



Skills: Delivery - Gestures Content Details, Visual 
Aids, Detail Slides 
Meeting 6: Continue UNIT 3, Mini presentations 3 
preparation 

Week 4 

Meeting 7: Mini presentation 3 in groups of 3 or 4, 
giving feedback 
UNIT 4: Pastimes, Personality 
Skills Delivery: Stage position, Content-conclusion, 
Visual Aids, Conclusion slide 
Meeting 8: Continue UNIT 4, mini presentation 4 
preparation 

Prepare for mini presentation 4 

Week 5 

Meeting 9: Mini presentation 4 in groups of 3 or 4, 
giving feedback 
Prepare for the first PBL presentation 
Choose 1 topic on page 33 and make it a problem 
based learning topic for your presentation 
Meeting 10: Continue preparing for first PBL 
presentation 

Prepare for the first PBL presentation 

Week 6 

Meeting 11: First PBL presentation 
Meeting 12: UNIT 5 - Education, An A for Effort 
Skills: Delivery - Projection, Content-Introductory 
Phrases, Visual Aids: layout 

Prepare for mini presentation 5 

Week 7 

Meeting 13: Mini presentation 5 in groups of 3 or 4, 
giving feedback 
UNIT 6: Culture shock, When in Rome 
Skills: Delivery - Enunciation, Content - signpost 
expressions, Visual Aids: Presenting 
Meeting 14: Continue UNIT 6, Mini presentation 6 
preparation 

Prepare for mini presentation 6 

Week 8 

Meeting 15: Mini presentation 6 in groups of 3 or 4, 
giving feedback 
UNIT 7: Stereotypes, What is Your Blood type? 
Skills: Delivery - Intonation, Content - Facts and 
Opinions, Visual Aids: Explaining 
Meeting 16: Continue UNIT 7, mini presentation 7 
prepar 

Prepare for mini presentation 7 

Week 9 

Meeting 17: Mini presentation 7 in groups of 3 or 4, 
giving feedback 
UNIT 8: Population, What is this World coming to? 
Skills: Delivery - Phrasing, Content - supporting 
Evidence, Visual Aids: varieties 
Meeting 18: Continue UNIT 8, mini presentation 8 
prep 

Prepare for mini presentation 8 

Week 10 

Meeting 19: Mini presentation 8 in groups of 3 or 4, 
giving feedback. 
Prepare for the Second PBL presentation 
Choose one topic on page 61, and make it a PBL 
topic for the presentation 

Prepare for second PBL presentation 



Meeting 20: Continue preparing for second PBL 
presentation, practice 
 

Week 11 

Meeting 21: Second PBL presentation 
Meeting 22: UNIT 9 - Events, a Special Occasion 
Skills: Delivery - Anticipating questions, Informing, 
Visual aids:  Graphs 

Prepare for mini presentation 9 

Week 12 

Meeting 23: Mini presentation 9 in groups of 3 or 4, 
giving feedback 
UNIT 10: Places, Location X 3 
Skills: Delivery - Understanding Questions, Content 
- Describing, Visual Aids: Images 
Meeting 24: Continue UNIT 10, mini presentation 10 
preparation 

Prepare for mini presentation 10 

Week 13 

Meeting 25: Mini presentation 10 in groups of 3 or 
4, giving feedback 
UNIT 12: Opinions, In My Own Opinion 
Skills: Delivery - Staying in Control, Conent - 
Persuading, Visual aids: Strategies 
Meeting 26: Prepare for the final presentation PBL 

Prepare for the final PBL presentation 

Week 14 

Meeting 27: Final presentation of PBL (first groups) 
Meeting 28: Final presentation PBL (second 
groups) 
CHOOSE THE TOP 3 BEST out of ALL the 2nd year 
PBL presentations! 

Prepare for the final PBL presentation 

Week 15 

Meeting 29: All Second Year PBL presentations!  
Choose the 3 winners 
Meeting 30: Class evaluation, consultation about 
progress and grades, absences and EXTRA WORK 
to do if absent, etc 

Online consultation for further questions 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE121-
Y07 

2.科目名 
アドバンスト・コミュニケーション１ L3
（2/2） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jonathan Aliponga 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

教科及び教科の指導に関す
る科目-教科に関する専門
的事項-英語コミュニケー
ション 

11.先修条件  

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

17.授業の目的と概要 Students will  make successful presentations by learning the following: delivery, 
preparation, good content, planning, visual aids and performance. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester, students are expected to successfully achieve the following 
abilities set by the Department: 
1）自律的で主体的な態度（自律性） Autonomous and independent attitude (autonomy) 
2）問題発見・解決力 Problem finding and solving ability 
3）コミュニケーションスキル Communication skills 

19.教科書・教材 
Successful Presentations An Interactive Guide  1(Mark D. Stafford)  ISBN 978-4-
86312-212-3 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

Two プレゼンテーション Presentations  (1 in May and 1 in June) =  40% 
Mini presentations and other tasks = 20% 
Problem-Based Learning (PBL: Think of business related issue) Final Presentation (top 3 
best presentations will join the all second year presentation com 

22.コメント  
23.オフィスアワー Tuesday: 12:30~13:10  Zoom available (pls contact me a day before) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Course Orientation: Syllabus 
Meeting 2: UNIT 1: Self Introduction, First 
Impressions 
Skills: Delivery - Posture, Content-Introduction, 
Visual Aids: Title Slide 

Prepare for Mini presentation1 

Week 2 

Meeting 3: Mini presentations 1 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
UNIT 2: Hometown, No Place Like Home 
Skills: Delivery - Eye Contact, Content-Overview, 
Visual Aids: Overview Slide 
Meeting 4: Continue UNIT 2, Mini presentation 2 
preparation 

Prepare for Mini presentation 2 

Week 3 
Meeting 5: Mini presentations 2 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
UNIT 3: Family, All in Family 

Prepare for Mini presentation 3 



Skills: Delivery - Gestures, Content-Details, Visual 
Aids: Detail Slides 
 Meeting 6: Continue Unit 3,  Mini presentations 3 
preparation 
 

Week 4 

Meeting 7: Mini presentations 3 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
UNIT 4: Pastimes Prove, Personality 
Skills: Delivery - Stage Position, Content-
Conclusion, Visual Aids: Conclusion  Slide 
Meeting 8: Continue UNIT 4, Mini presentation 4  
preparation 

Prepare for Mini presentation 4 

Week 5 

Meeting 9: Mini presentations 4 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
Prepare for the first PBL presentation 
Choose 1 topic on Page 33 and make it a problem 
based learning topic for the presentation 
Meeting 10: Continue preparing for first PBL 
presentat 

Prepare for first PBL presentation 

Week 6 

Meeting 11: First PBL presentation 
Meeting 12: UNIT 5: Education, An A for Effort 
Skills: Delivery - Projection, Content-Introductory 
Phrases, Visual Aids: Layout 
 

Prepare for Mini presentation 5 

Week 7 

Meeting 13: Mini presentations 5 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
UNIT 6: Culture Shock, When in Rome 
Skills: Delivery - Enunciation, Content- Signpost 
expressions, Visual Aids: Presenting 
Meeting 14: Continue UNIT 6, Mini presentation 6  
preparati 

Prepare for Mini presentation 6 

Week 8 

Meeting 15: Mini presentations 6 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
UNIT 7: Stereotypes, What is Your Blood Type? 
Skills: Delivery - Intonation, Content- Facts and 
Opinions, Visual Aids: Explaining 
Meeting 16: Continue UNIT 7, Mini presentation 7  
pr 

Prepare for Mini presentation 7 

Week 9 

Meeting 17: Mini presentations 7 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
UNIT 8: Population, What is This World Coming To? 
Skills: Delivery - Phrasing, Content- Supporting 
Evidence, Visual Aids: Varieties 
Meeting 18: Continue UNIT 8, Mini presentation 8 

Prepare for Mini presentation 8 

Week 10 

Meeting 19: Mini presentations 8 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
Prepare for the second PBL presentation 
Choose 1 topic on Page 61 and make it a problem 

Prepare for second PBL presentation 



based learning topic for the presentation 
Meeting 20: Continue preparing for second PBL 
presen 

Week 11 

Meeting 21: Second PBL presentation 
Meeting 22: UNIT 9: Events, A Special Occasion 
Skills: Delivery - Anticipating Questions, Informing, 
Visual Aids: Graphs 

Prepare for Mini presentation 9 

Week 12 

Meeting 23: Mini presentations 9 in groups of 3 or 4 
and giving feedback 
UNIT 10: Places, Location, Location, Location 
Skills: Delivery - Understanding Questions, 
Content- Describing, Visual Aids: Images 
Meeting 24: Continue UNIT 10, Mini presentation 
10 

Prepare for Mini presentation 10 

Week 13 

Meeting 25: Mini presentations 10 in groups of 3 or 
4 and giving feedback 
UNIT 12: Opinions, In My Own Opinion 
Skills: Delivery - Staying Control, Content- 
Persuading, Visual Aids: Strategies 
Meeting 26: Prepare for the final presentation PBL 
 

Prepare for the Final PBL presentation 

Week 14 

Meeting 27: Final Presentation PBL (first groups) 
Meeting 28: Final Presentation PBL (second groups 
groups) 
CHOOSE THE TOP 3 best for the all second year 
PBL presentation 

Prepare for the Final PBL presentation 

Week 15 

Meeting 29: All 2nd year PBL presentations! 
Choose the three winners 
Meeting 30: Class evaluation, Consultation about 
grades, absences, etc 

Online consultation for further questions 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE122-
Y01 

2.科目名 アドバンスト・コミュニケーション２ L4 3.単位数 2 

4.授業担当教員 George Schaaff 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Students of Advanced Communication 2 (L4) will: 
Develop presentation skills along a wide variety of areas 
Develop accuracy in grammar and vocabulary related to presentation topics 
Share ideas and opinions in classroom discussions  
Create and perform prese 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材 English Presentations Today (Nan'Un-Do)  
*It is available through the Maruzen website link on UNIPA. 

20.参考文献  

21.成績評価 

Speaking Assessment: Presentations (5 x 8%) 40% 
Presentation Topic Homework (10 x 2.5%) 25% 
Listening Homework (5 x 5%) 25% 
Participation: Effort to communicate in English 10% 

22.コメント 
Some aspects of the syllabus may be subject to change. シラバスの一部の側面は変更さ
れる可能性があります。 

23.オフィスアワー 
The instructor may be contacted by email. 
pg-schaaff@kuins.ac.jp 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Course Introduction / tech check 
Unit 1 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 1 
Listening Homework 1 

Week 2 
Unit 2 presentation skills focus  
Unit 3 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 2 
Develop presentation 1 

Week 3 
Develop and practice Presentation 1  
Perform Presentation 1 

Develop presentation 1 
Presentation reflection 

Week 4 Presentation 1 feedback / topic 1 introduction  
Unit 4 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 3 
Listening Homework 2 

Week 5 Unit 5 presentation skills focus 
Unit 6 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 4 
Develop presentation 2 

Week 6 
Develop and practice Presentation 2  
Perform Presentation 2 

Develop presentation 2 
Presentation reflection 

Week 7 
Presentation 2 feedback / topic 3 introduction  
Unit 7 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 5 
Listening Homework 3 

Week 8 
Unit 8 presentation skills focus 
Unit 9 presentation skills focus 

Presentation Prep Homework 
6 

Week 9 Develop and practice Presentation 3  
Perform Presentation 3 

Develop presentation 3 
Presentation reflection 



Week 10 
Presentation 3 feedback / topic 4 introduction  
Unit 10 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 7 
Listening Homework 4 

Week 11 
Unit 11 presentation skills focus 
Unit 12 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 8 
Develop presentation 4 

Week 12 Develop and practice Presentation 4  
Perform Presentation 4 

Develop presentation 4 
Presentation reflection 

Week 13 
Presentation 4 feedback / topic 5 introduction  
Unit 13 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 9 
Listening Homework 5 
 

Week 14 Unit 14 presentation skills focus  
Unit 15 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 10 
Develop presentation 5 

Week 15 
Develop and practice Presentation 5  
Perform Presentation 5 

Develop presentation 5 
Presentation reflection 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE122-
Y02 

2.科目名 
アドバンスト・コミュニケーション２ L4 
（聴講用） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 George Schaaff 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Students of Advanced Communication 2 (L4) will: 
Develop presentation skills along a wide variety of areas 
Develop accuracy in grammar and vocabulary related to presentation topics Share ideas 
and opinions in classroom discussions 
Create and perform presen 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材 English Presentations Today (Nan'Un-Do) 
*It is available through the Maruzen website link on UNIPA. 

20.参考文献  

21.成績評価 

Speaking Assessment: Presentations (5 x 8%) 40%  
Presentation Topic Homework (10 x 2.5%) 25%  
Listening Homework (5 x 5%) 25% 
Participation: Effort to communicate in English 10% 

22.コメント 
Some aspects of the syllabus may be subject to change. シラバスの一部の側面は変更さ
れる可能性があります。 

23.オフィスアワー 
The instructor may be contacted by email.  
pg-schaaff@kuins.ac.jp 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 Course Introduction / tech check 
Unit 1 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 
1 
Listening Homework 1 
 

Week 2 Unit 2 presentation skills focus  
Unit 3 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 
2 
Develop presentation 1 

Week 3 
Develop and practice Presentation 1  
Perform Presentation 1 

Develop presentation 1 
Presentation reflection 

Week 4 Presentation 1 feedback / topic 1 introduction  
Unit 4 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 
3 
Listening Homework 2 

Week 5 Unit 5 presentation skills focus 
Unit 6 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 
4 
Develop presentation 2 

Week 6 
Develop and practice Presentation 2  
Perform Presentation 2 

Develop presentation 2  
Presentation reflection 

Week 7 Presentation 2 feedback / topic 3 introduction  Presentation Topic Homework 



Unit 7 presentation skills focus 5 
Listening Homework 3 

Week 8 
Unit 8 presentation skills focus 
Unit 9 presentation skills focus Presentation Prep Homework 6 

Week 9 Develop and practice Presentation 3  
Perform Presentation 3 

Develop presentation 3  
Presentation reflection 

Week 10 
Presentation 3 feedback / topic 4 introduction  
Unit 10 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 
7 
Listening Homework 4 

Week 11 
Unit 11 presentation skills focus 
Unit 12 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 
8 
Develop presentation 4 

Week 12 Develop and practice Presentation 4  
Perform Presentation 4 

Develop presentation 4  
Presentation reflection 

Week 13 Presentation 4 feedback / topic 5 introduction  
Unit 13 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 9 
Listening Homework 5 

Week 14 
Unit 14 presentation skills focus  
Unit 15 presentation skills focus 

Presentation Topic Homework 10 
Develop presentation 5 

Week 15 
Develop and practice Presentation 5  
Perform Presentation 5 

Develop presentation 5  
Presentation reflection 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE123-
Y71 

2.科目名 リーディング・ライティング１ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 和泉有⾹ 

5.授業科目の区分 共通 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

目的 
TOEIC(R) L&R テストに関する全般的な知識を身につけ、「基礎英語力＋テスト知識」を以
て TOEIC（R)L&R テストで 400 点以上のスコア取得を目指します。 
概要 
リスニング対策とリーディング対策をバランス良く行うことにより、両分野でスコアに直結
する英語力を付けます。授業では大量のリスニングを行い、同時に発音と音読も重視しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
【学習目標】 
① 実用的な語学力 
② 他者と協働するコミュニケーションスキル 
・ ただ与えられた問題を解くだけではなく、「聞く人（読む人）が理解しやすい情報の提示
法」を意識し、習得する。 
・ 今現在必要な英語力・コミュニケーション力と同時に、社会人になってからも役⽴つ知
識と英語力を身につける。 

19.教科書・教材 SMART ROUTE TO THE TOEIC (R) L&R TEST（センゲージ ラーニング） 
20.参考文献 必要に応じて授業内で紹介する。 

21.成績評価 

・ 授業参加度： 30 点（学習目標②に対応） 
・ 小テスト： 30 点（学習目標①に対応） 
・ 最終試験： 40 点（学習目標①に対応） 
合計 60 点以上で合格となります。 

22.コメント 

・ 教科書を購入していない学⽣は、評価の対象外とします。 
・ 授業進度や内容は受講⽣の理解度に合わせて変更する場合があります。 
・ 音読に力を入れます。 
・ 発表・発言など、積極的な授業態度を求めます。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 日目 
ガイダンス、Unit 1 Shopping 
 Unit 2 Office Work 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 
 

2 日目 
単語テスト 
Unit 2 Office Work 
Unit 3 Transportation 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

3 日目 
単語テスト 
Unit 3 Transportation 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全



Unit 4 Travel & Eating Out ての音読 

4 日目 
単語テスト 
Unit 4 Travel & Eating Out 
Unit 5 Meetings 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

5 日目 

単語テスト 
Unit 5 Meetings 
Unit 6 Web Sites 
期末テスト 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A01 

2.科目名 総合英語Ⅱ (1/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三好徹明、福地美奈子 

5.授業科目の区分 基盤教育英語科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

16.履修制限 ★教務課発表の掲示で、受講するクラスを必ず確認の上、履修登録してください。 
★この科目を再履修する場合は、再履修クラスで必ず履修登録してください。 

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar 中間テスト 15 点 期末テスト 15 点 通常点 10 点（計 40 点） 
Activity 中間テスト 15 点 期末テスト 15 点 通常点 10 点（計 40 点） 
TOEIC Bridge Test 20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

23.オフィスアワー 三好：研究室オフィスアワー 月 3 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 Grammar：Unit 4  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A02 

2.科目名 総合英語Ⅱ (2/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、岡田房子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 



第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A03 

2.科目名 総合英語Ⅱ (3/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、Ian Matthew Allensworth 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 



第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A04 

2.科目名 総合英語Ⅱ (4/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb、有村久男 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂）ISBN 978-4-7919-7221-0 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A05 

2.科目名 総合英語Ⅱ (5/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男、佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 



第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A06 

2.科目名 総合英語Ⅱ (6/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中川佳保、John Snelling 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A07 

2.科目名 総合英語Ⅱ (7/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉、Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂）ISBN 978-4-7919-7222-7 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 

第 4 週 Grammar：Unit 5  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
A08 

2.科目名 総合英語Ⅱ (8/8) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Randall Conners、丸橋良雄 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限 30 名程度抽選で選抜する 

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂） 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
M01 

2.科目名 総合英語Ⅱ (1/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 家村雅子、福地美奈子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。 
100 点満点を 20 点に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 

第 4 週 Grammar：Unit 5  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
M02 

2.科目名 総合英語Ⅱ (2/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、原良子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。100 点満点を 20 点
に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 



第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
M03 

2.科目名 総合英語Ⅱ (3/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山雅彦、Colin Rogers 

5.授業科目の区分 
英語教育分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点・平常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点・平常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 Grammar：Unit 4  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
M04 

2.科目名 総合英語Ⅱ (4/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 家村雅子、Colin Rogers 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末のオンライン受験（自宅）の形で実施されます。 
時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡があります。 
100 点満点を 20 点に換算し、Gramar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 



第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
M05 

2.科目名 総合英語Ⅱ (5/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 原良子、福地美奈子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
Activity：   40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
M06 

2.科目名 総合英語Ⅱ (6/6) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福地美奈子、原良子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
Activity：   40 点（中間テスト・期末テスト各 15 点、平常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y01 

2.科目名 総合英語Ⅱ （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一、Colin Rogers 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 

第 4 週 Grammar：Unit 5  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y02 

2.科目名 総合英語Ⅱ （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb、服部拓哉 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂）ISBN 978-4-7919-7221-0 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 

第 4 週 Grammar：Unit 5  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y03 

2.科目名 総合英語Ⅱ （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 John Snelling、佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 

第 4 週 Grammar：Unit 5  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y04 

2.科目名 総合英語Ⅱ （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉、中川佳保 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 1（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
Activity：40 点（中間テスト 15 点・期末テスト 15 点・通常点 10 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 
Activity: Unit 03 

 

第 4 週 Grammar：Unit 5  



授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 
Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6)  

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 
Grammar：期末テスト 
Activity：期末テスト Review Test (Units 7-12)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y05 

2.科目名 総合英語Ⅱ （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有村久男、Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂）ISBN 978-4-7919-7222-7 

20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y06 

2.科目名 総合英語Ⅱ （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Ian Matthew Allensworth、川部純⺒ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE201-
Y07 

2.科目名 総合英語Ⅱ （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 POPOVA EKATERINA、有村久男 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用で
きるようになる。 
Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の 4 技能習得を図る。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Grammar では、高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述
文法を学び、オーディオ・リンガル・メッソドによるパターン・プラクティスを通して、実
際に口頭で運用できるようになることを学習目標とする。Actiivity では、コンテクストやシ
チュエーションの中で、会話を組み⽴てる能力を養う。この授業は、本学のディプロマ・ポ
リシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解し受け入れる能力、および(5)のコミ
ュニケーションスキルに連関するものである。外国語を学ぶということは、そのままその言
語を使う人々や使われている地域を理解するということであり、その意味で、この授業を通
しての英語学習は総合的な英米地域研究に直結するものである。また、言語の 4 技能の習得
こそコミュニケーションスキルの涵養に他ならない。英語を学ぶことで必然的に⺟語を相対
化し、英語のみならず⺟語のコミュニケーションスキルを高めることにもつながるだろう。 

19.教科書・教材 
Grammar：『英語のハノン／中級』筑摩書房 
Activity：Live Escalate Book 2（成美堂） 

20.参考文献  

21.成績評価 

Grammar：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
Activity：40 点（中間テスト・期末テスト各 20 点） 
TOEIC Bridge Test：20 点 
＊TOEIC Bridge Test は、学期末の授業時間外にオンライン受験（自宅）の形で実施されま
す。時期や受験方法の詳細については Grammar の時間に連絡がありますが、100 点満点を
20 点に換算し、Grammar と Activity の成績に加算されます。 

22.コメント 
教科書を購入していない学⽣については、評価の対象外とすることがあります。 
対面での授業中にスマートフォンを使用することは、教員の指示があった場合を除き、原則
禁止とします。 

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

第 1 週 

Grammar：オリエンテーション・Unit 1 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 1.1 / Unit 1.2 
＊Unit 2 は授業では扱いません。 
Activity：Unit 01 

 

第 2 週 
Grammar：Unit 3 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 3.1 / Unit 3.4 
Activity: Unit 02 

 

第 3 週 
Grammar：Unit 4 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 4.1 / Unit 4.2 

 



Activity: Unit 03 

第 4 週 

Grammar：Unit 5 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 5.1 / Unit 5.2 / 
Unit 5.3 
Activity: Unit 04 

 

第 5 週 
Grammar：Unit 6 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 6.4 / Unit 6.5 
Activity: Unit 05 

 

第 6 週 

Grammar：Unit 7 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 7.1 / Unit 7.2 
Activity: Unit 06 
＊REVIEW 1（pp.70-73）は授業では扱いません。 

 

第 7 週 Grammar：中間テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 1-6) 

 

第 8 週 

Grammar：Unit 8 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 8.1 / Unit 8.2 / 
Unit 8.3 / Unit 8.4 / Unit 8.5 / Unit 8.6 / Unit 8.7 
＊すべて 1)と 2)のみ 
Activity: Unit 07 

 

第 9 週 

Grammar：Unit 9 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 9.3 / Unit 9.4 / 
Unit 9.5 
Activity: Unit 08 

 

第 10 週 
Grammar：Unit 10 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 10.1 / Unit 10.2 
Activity: Unit 09 

 

第 11 週 

Grammar：Unit 11 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 11.1 / Unit 11.2 / 
Unit 11.7 
Activity: Unit 10 

 

第 12 週 

Grammar：Unit 12 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 12.1 / Unit 12.2 / 
Unit 12.4 
Activity: Unit 11 

 

第 13 週 

Grammar：Unit 13 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 13.1 / Unit 13.3 / 
Unit 13.7 
Activity: Unit 12 

 

第 14 週 
Grammar：Unit 14 
授業で扱うドリル：Track No. Unit 14.1 / Unit 14.3 
Activity: Review 2 

 

第 15 週 Grammar：期末テスト 
Activity：中間テスト Review Test (Units 7-12) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE202-
A01 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 Jasper von Meerheimb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Let's Communicate! This class helps you communicate in English. In class, we practice 
communication so that we can connect with other people. Students must listen to each 
other and be flexible with new ideas. We will improve our information processing abi 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? 柔軟な思考が持てます。(Be a flexible thinker.) 
? 集中して明確に考えることができます。(Focus your mind and think clearly.) 
? 自分のアイデアや意見を表現できます。(Express your ideas and opinions.) 
? 自分とは異なる人に興味を持てます。(Have an interest in different people.) 
? 知的好奇心; ベンチマーク 1 (Be able to accept new ideas.) 
? 自己表現力; ベンチマーク 11 (Be able to express yourself.) 

19.教科書・教材 該当なし 
20.参考文献 英語の辞書（紙か電気）を必ず教室に持参して下さい。 

21.成績評価 
a) 30% = レッスン活動 (Lesson Activities) 
b) 35% = 中間試験 (Mid-term Test) 
c) 35% = 期末試験 (Final Test) 

22.コメント  
23.オフィスアワー なし（授業前後に教室で質問受付/ メールで質問して下さい） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 週 

オリエンテーションとレッスンのプリント 1 
1）学⽣ガイド 
? オリエンテーション、シラバス、クラスの目標 
? 学⽣用ツール 
2）詳細調査：Student Guide 4「Using World 
English」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
3）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 2 週 

レッスンのプリント 2 
クラス活動： 
1）詳細調査： Discussion Skills 1 「English At 
Work」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 

 



? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

第 3 週 

レッスンのプリント 3 
クラス活動： 
1）詳細調査： Discussion Skills 2 「Listening 
Manner」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 4 週 

レッスンのプリント 4 
クラス活動： 
1）詳細調査： Discussion Skills 3 「Discussion 
Ability」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 5 週 

レッスンのプリント 5 
クラス活動： 
1）詳細調査： Discussion Skills 4 「Friendly 
Discussions」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 6 週 

レッスンのプリント 6 
クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 1 「Let's Power Up!」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 7 週 レッスンのプリント 7  



クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 2 「Learn And 
Develop」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 
3) 大学アンケート 1 

第 8 週 

中間試験 (Mid-term Test) 
1）詳細調査： “Keep An Open Mind」 
? テストタスク（視点、アンケート、理解および執
筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
2）テストを提出する 
? 先⽣へ 
? レッスン中 

 

第 9 週 

レッスンのプリント 9 
クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 3 「One World 
Family」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 10 週 

レッスンのプリント 10 
クラス活動： 
1）詳細調査： Group Skills 4 「Language 
Education」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 11 週 

レッスンのプリント 11 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 1 「Be Our Guest」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 

 



２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

第 12 週 

レッスンのプリント 12 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 2 「Working Abroad」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 13 週 

レッスンのプリント 13 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 3 「People, Life & 
Society」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 

 

第 14 週 

レッスンのプリント 14 
クラス活動： 
1）詳細調査： Global Action 4 「Japan Goes 
Global」 
? コミュニケーション学習課題 （視点、アンケー
ト、理解および執筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
? 回答チェック 
２）教師からのフィードバック 
? 学⽣指導 
? レッスンの通知 
3) 大学アンケート 2 

 

第 15 週 

最終試験 (Final Test) 
1）詳細調査： 「Challenge Yourself」 
? テストタスク（視点、アンケート、理解および執
筆） 
? ペアワーク（会話と面接） 
2）テストを提出する 
? 先⽣へ 
? レッスン中 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE202-
M01 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 原良子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
本授業では、英語による口頭での意思伝達を可能にするため、コミュニケーションに必要な
日常の基本語彙、基本表現の習得を目的とします。ペアワーク、グループワークでの言語活
動を通して、状況の説明や対応が適切にできる発信力を身につけます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①英語による発話活動ができる。 
②英語によるニケーションに必要な語彙を増やすことができる。 
②状況の説明や自分の考えを英語で口頭表現ができる。 

19.教科書・教材 Speak Easy, K. Fujioka, N. Yamauchi, N. Heffrnan 他共著、金星堂 
ISBN978-4-7647-4084-6 

20.参考文献 英和・和英（英英）辞書、電子辞書など 

21.成績評価 

成績評価については、下記の３項目を基に行います。 
・授業内活動（ペアワーク・グループワークを含む）   30％ （学習目標①②③に対応） 
・語彙&表現の復習クイズ                                             30％ （学習
目標①②の振り返り） 
・発表（総括）  40％    
良識を持ち、前向きな姿勢で授業に臨んでください。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で受講⽣からの質問に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

[第１回] 

[第１回] オリエンテーション  
            （本授業の目的、内容、評価基準、授業
の進め方、 
                受講上の留意点などについて） 
             Unit 1: Conversation 1   初対面の挨
拶をしよう 

[第１回]   
予習： 次回の予習 

[第２回]  
 

[第２回]   Unit 2: Conversation 2   出身地につい
て話そう 
 

[第２回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第３回]   
 

[第３回]  Unit 3:  Conversation 3  
                           普段の習慣とその頻度
について話そう 

[第３回]  
復習： Units 1-3 の復習 
予習： 次回の予習 
 

[第４回]  
 

[第４回]  Unit 4:  Conversation 4 
                              過去の出来事委つい
て話そう 
                  復習クイズ（１）(Units 1 - 3) 

[第４回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第５回]   [第５回]  Unit 5:  Conversation 5   [第５回]   



                               未来やこれからの予
定について話そう 
 

復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第６回]  
 

[第６回]  Unit 6:  Discussion 1   
                           自分の意見を述べよう 
 

[第６回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第７回]  
 

[第７回]  Unit 7:  Discussion 2 
                              理由と度合いを示し
て同意・反論しよう 
 

[第７回]   
復習： Uits 5-7 の復習 
予習： 次回の予習 

[第８回] 
 

[第８回]  Unit 8:  Presentation 1 
                              プレゼンテーション
の基本構造（出だしと結び） 
                 復習クイズ（２）  (Units 5 - 
7) 

[第８回]  
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第９回]  
 

[第９回]  Unit 9:  Presentation 2 
                              プレゼンテーション
の具体的な内容（ボディ） 

[第９回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第１０回]   
 

[第１０回]  Unit 10:   Presentation 3  
                                     グラフを使
ったプレゼンテーション 
 

[第１０回]   
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 

[第１１回]  
12/7 
 

[第１１回]  Unit 11:  Simplified Debate 1 
                                   主張の理由や
具体例を示す 
 

[第１１回]   
復習： Units 9-11 の復習 
予習： 次回の予習 

[第１２回]  
 

[第１２回]  Unit 12:  Simplified Debate 2 
                 理由の具体例を示して⽴証
する 
                     復習クイズ（３）(Units 9 - 
11) 

[第１２回]  
復習： 今回の復習 
予習： 次回の予習 
発表原稿の整理と仕上げ 

[第１３回]  
 

[第１３回]    Unit 13:  Simplified Debate 3 
                                   相手の⽴論に
反論する 
 

[第１３回] 
・発表原稿提出 
復習： 今回の復習 
予習： 発表内容の見直し 
    と検討 

[第１４回]   
 

[第１４回]    Units 1 - 13 復習 
     プレゼンテーションの内容を再確認する 

[第１４回] 
 予習：発表内容の音読練習 
   と確認 

[第１５回] [第１５回]  プレゼンテーションとその評価 [第１５回] 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE202-
Y01 

2.科目名 オーラルイングリッシュⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 前田哲男 

5.授業科目の区分 共通教育 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 TOEIC L&R 対策を始めたばかりの人、もしくはこれから始めようとしている人を対象
に、英語への関心を高めながら、結果としてスコアアップにつなげることを目的とします。 
【概要】 
 TOEIC L&R 対策用に編集された教材を扱い、問題を解いていくというプロセスを進めな
がら、しかしその中で語彙への興味を高める工夫や、問題を解く上での考え方に触れなが
ら、可能な範囲で英語に対する興味を高める活動を通して、結果的にスコアアップにつなが
る学習を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この授業は、本学のディプロマポリシーのうち、とりわけ（３）の多様な文化や背景を理
解し受け入れる能力、及び（５）のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
 外国語を学ぶということは、その言語を使う人々や使われている地域を理解するというこ
とであり、その意味で、この授業を通しての英語学習は、英語圏地域研究に直結するもので
あると言える。 

19.教科書・教材 
SMART ROUTE TO THE TOEIC L&R TEST 
(センゲージラーニング株式会社) 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 
・各 UNIT 終了後に行う確認小テスト 40 点 
・期末テスト 40 点 
・授業への取組・姿勢 20 点 

22.コメント 
・授業に際しては、その時間に扱う予定の問題をあらかじめ解いておくこと。 
・各ユニットの確認小テストは、ユニットが終わった次の授業の最初に行います。 

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

第１週 
オリエンテーション 
UNIT 1 Shopping  

第２週 UNIT 2  Office Work  
第３週 UNIT 3  Transportation  
第４週 UNIT 4  Travel & Eating Out  
第５週 UNIT 5  Meetings  
第６週 UNIT 6  Web Sites  
第７週 UNIT 7  Advertising  
第８週 UNIT 8  Information Technology  
第９週 UNIT 9  Phone Calls  
第 10 週 UNIT 10  Construction & Landscaping  
第 11 週 UNIT 11  Personnel  
第 12 週 UNIT 12  Business Ventures  
第 13 週 UNIT 13  Media  



第 14 週 UNIT 14  Entertainment  

第 15 週 期末テスト（テスト範囲からの出題６割＋実力問題４
割） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE206-
Y01 

2.科目名 アカデミック英語 L5 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Students will write and rewrite a variety of paragraphs, which form the basis of Academic 
Writing. The Teacher and students will evaluate the writing in-class. Students will then 
extend their writing skills to essay-length compositions. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By Semester end, students are expected to successfully be able to achieve the 
Departmental abilities: 
1. Autonomous and independent attitude (Autonomy);  2. Problem finding and solving 
ability;  3. Written communication skills 

19.教科書・教材 Basic Steps to Academic Writing from Paragraph to Essay (Matthew Taylor and David 
Kluge)    ISBN:  978-4-86312-2093 

20.参考文献  

21.成績評価 
Class participation (cooperation / motivation/ attitude) - 20% 
At least 7 out of 9 PARAGRAPH TYPES (shown in the schedule in CAPITALS) - 70% 
One full length essay expansion of one of the PARAGRAPH TYPES  in schedule - 10% 

22.コメント 

- English is the language of the classroom  
-You will need a LAPTOP computer in order to do this class!  
- As this is progressive assessment, your in-class attendance is strongly recommended. 
- Please use your cell phone ONLY on class-related activities 
** All care is taken, but the timetable is subject to change due to unforeseen 
circumstances ** 

23.オフィスアワー 
A computer is required to pass this course. Please bring your laptop along to class! 
** Please contact your Teacher at the above email address as her attendance on campus 
is limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions, course requirements, 
assessment and ice breaker;  quiz re your wriing 
experience 
Meeting 2: Paragraphing and academic writing 
conventions, p183 evaluation checklist 

PARAGRAPH ABOUT SELF  writing 
exercise will be done next week in class 

Week 2 

Meeting 1:Page 16 - Pre Writing Notes 4 columns / 
Importance of Topic Sentences, Body and 
Conclusion. 
Meeting 2:  (pp15-16) IN CLASS WRITING 
EXERCISE - PARAGRAPH ABOUT SELF / p22 how 
to avoid sentence beginning errors / "BAABAAS"  
handout / How to write a 

Directed homework activities  
    from Teacher 

Week 3 
Meeting 1: Unit 4 p28 Descriptive Paragraphs / p30 
Choose your descriptive paragraph and explore your 

DESCRIPTIVE writing exercise will be done 
next week in class 



topic  
Meeting 2:  Freewriting  and exercises p31 

Week 4 

Meeting 1: Organising and writing a descriptive 
paragraph (pp32-33) / Metaphors and Similes 
exercise 
Meeting 2: Avoiding emotional words / IN CLASS 
WRITING EXERCISE - DESCRIPTIVE PARAGRAPH / 
Teacher and peer in-class evaluation 

Directed homework activities  
    from Teacher 

Week 5 

Meeting 1: Unit 5 - Comparison and contrast 
paragraph p38 / Pre-writing tips 
Meeting 2:  Choose your topic / Example of 
Comparison Paragraph (Dog vs Cat) / Vocabulary 
and language for comparisons and contrasts (pp46-
48) 

COMPARISON & CONTRAST writing 
exercise will be done next week in class 

Week 6 

Meeting 1: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
COMPARISON AND CONTRAST PARAGRAPH  
Meeting 2: In class peer and teacher evaluation of 
your writing / rewriting the comparison and 
contrast paragraph 

PROCESS PARAGRAPH  writing exercise 
will be done next week in class 

Week 7 

Meeting 1: Unit 6 (p60) - Process Paragraphs 
(describing a process) / Mind mapping of the 
process 
Meeting 2: Identifying good process paragraph 
topics (p52) / Linking words (p60) / IN CLASS 
WRITING EXERCISE - PROCESS PARAGRAPH 

Directed homework activities  
    from Teacher 

Week 8 

Meeting 1: Unit 7 (p62) - Narrative Paragraphs / 
Examples and uses / Exercise 1 (p64) Identifying 
Topics 
Meeting 2: Group discussions on 'what narrative 
story can I write about?'/ Freewriting / Exercise 2 
(p68) - Time Order 

NARRATIVE PARAGRAPH  writing 
exercise will be done next week in class 

Week 9 

Meeting 1: Linking words and phrases showing 
Time Order (p70) / Concluding sentences in 
narratives 
Meeting 2:  IN CLASS WRITING EXERCISE - 
NARRATIVE  PARAGRAPH / rewrite your work 
(Teacher and peer in-class evaluation) 

SUMMARY PARAGRAPH  writing exercise 
will be done next week in class 

Week 10 

Meeting 1: Unit 8 (p74) - Summary Paragraphs  
p75 - which part of the paragraph is background? / 
Sources: list or mind map? (p78) 
Meeting 2: Useful words and phrases (p83) / IN 
CLASS WRITING EXERCISE - SUMMARY 
PARAGRAPH  / Rewrite: peer and teacher in cla 

ANALYSIS writing exercise will be done 
next week in class 

Week 11 

Meeting 1: Unit 9 (p88) Analysis Paragraph / p93 
Mind Map examples / Organisation of Analysis 
Paragraph 
Meeting 2: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
ANALYSIS PARAGRAPH  / Rewrite - peer and 

CAUSE AND EFFECT  writing exercise will 
be done next week in class 



teacher in-class evaluation 

Week 12 

Meeting 1: Unit 10 (p100) Cause and Effect 
Paragraph / Exercise 1 p101 Identifying Correct and 
Incorrect forms / Find your topic p103 /  
Organisation of topic  
Meeting 2: Exercise 2 Cause and Effect Expressions 
(p108) / IN CLASS WRITING EXERCISE - CAUSE & 

PERSUASIVE writing exercise will be done 
next week in class 

Week 13 

Meeting 1: Unit 11 (p112) Persuasive Paragraphs / 
planning and organising / pre-writing / Exercises 
p114 - identifying and giving persuasive reasons 
Meeting 2: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
PERSUASIVE PARAGRAPH  / rewrite - peer and 
teacher in-class writing 

PROBLEM-SOLUTION writing exercise will 
be done next week in class 

Week 14 

Meeting 1: Unit 12 (p122) Problem-Solution 
paragraph / Examples and exercises (p124) / 
Choose your topic / Exercise (p126) and Exercise 4 
(p127) 
Meeting 2: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
PROBLEM-SOLUTION PARAGRAPH  / Peer and 
Teacher in-class evaluation 

Directed homework activities  
    from Teacher 

Week 15 

Meeting 1: Complete your Problem-Solution / Catch 
up of writing work 
Meeting 2: You need to have written 9 out of 10 
paragraphs, as per the titles in CAPITALS in the 
schedule, following the instructions in the textbook 
'Academic Writing'. You may use this 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE206-
Y02 

2.科目名 アカデミック英語 L5 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

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

17.授業の目的と概要 
Students will write and rewrite a variety of paragraphs, which form the basis of Academic 
Writing. The Teacher and students will evaluate the writing in-class. Students will then 
extend their writing skills to essay-length compositions. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At end of Semester, students are expected to successfully be able to achieve the 
Departmental abilities: 
1. Autonomous and independent attitude (Autonomy);  2. Problem finding and solving 
ability;  3. Written communication skills 

19.教科書・教材 Basic Steps to Academic Writing from Paragraph to Essay (Matthew Taylor and David 
Kluge)    ISBN:  978-4-86312-2093 

20.参考文献  

21.成績評価 
Class participation (cooperation / motivation/ attitude) - 20% 
At least 7 out of 9 PARAGRAPH TYPES (shown in the schedule in CAPITALS) - 70% 
One full length essay expansion of one of the PARAGRAPH TYPES  in schedule - 10% 

22.コメント 

- English is the language of the classroom  
- As this is progressive assessment, your in-class attendance is strongly recommended. 
- Please use your cell phone ONLY on class-related activities 
** All care is taken, but the timetable is subject to change due to unforeseen 
circumstances ** 

23.オフィスアワー 
A computer is required to pass this course. Please bring your laptop along to class! 
** Please contact your Teacher at the above email address as her attendance on campus 
is limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions, course requirements, 
assessment and ice breaker;  quiz re your wriing 
experience 
Meeting 2: Paragraphing and academic writing 
conventions, p183 evaluation checklist 

PARAGRAPH ABOUT SELF  writing 
exercise will be done next week in class 

Week 2 

Meeting 1:Page 16 - Pre Writing Notes 4 columns / 
Importance of Topic Sentences, Body and 
Conclusion. 
Meeting 2:  (pp15-16) IN CLASS WRITING 
EXERCISE - PARAGRAPH ABOUT SELF / p22 how 
to avoid sentence beginning errors / "BAABAAS"  
handout / How to write a 

Directed homework activities   from 
Teacher 

Week 3 
Meeting 1: Unit 4 p28 Descriptive Paragraphs / p30 
Choose your descriptive paragraph and explore your 
topic  

DESCRIPTIVE writing exercise will be done 
next week in class 



Meeting 2:  Freewriting  and exercises p31 

Week 4 

Meeting 1: Organising and writing a descriptive 
paragraph (pp32-33) / Metaphors and Similes 
exercise 
Meeting 2: Avoiding emotional words / IN CLASS 
WRITING EXERCISE - DESCRIPTIVE PARAGRAPH / 
Teacher and peer in-class evaluation 

Directed homework activities  
    from Teacher 

Week 5 

Meeting 1: Unit 5 - Comparison and contrast 
paragraph p38 / Pre-writing tips 
Meeting 2:  Choose your topic / Example of 
Comparison Paragraph (Dog vs Cat) / Vocabulary 
and language for comparisons and contrasts (pp46-
48) 

COMPARISON & CONTRAST writing 
exercise will be done next week in class 

Week 6 

Meeting 1: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
COMPARISON AND CONTRAST PARAGRAPH  
Meeting 2: In class peer and teacher evaluation of 
your writing / rewriting the comparison and 
contrast paragraph 

PROCESS PARAGRAPH  writing exercise 
will be done next week in class 

Week 7 

Meeting 1: Unit 6 (p60) - Process Paragraphs 
(describing a process) / Mind mapping of the 
process 
Meeting 2: Identifying good process paragraph 
topics (p52) / Linking words (p60) / IN CLASS 
WRITING EXERCISE - PROCESS PARAGRAPH 

Directed homework activities  
    from Teacher 

Week 8 

Meeting 1: Unit 7 (p62) - Narrative Paragraphs / 
Examples and uses / Exercise 1 (p64) Identifying 
Topics 
Meeting 2: Group discussions on 'what narrative 
story can I write about?'/ Freewriting / Exercise 2 
(p68) - Time Order 

NARRATIVE PARAGRAPH  writing 
exercise will be done next week in class 

Week 9 

Meeting 1: Linking words and phrases showing 
Time Order (p70) / Concluding sentences in 
narratives 
Meeting 2:  IN CLASS WRITING EXERCISE - 
NARRATIVE  PARAGRAPH / rewrite your work 
(Teacher and peer in-class evaluation) 

SUMMARY PARAGRAPH  writing exercise 
will be done next week in class 

Week 10 

Meeting 1: Unit 8 (p74) - Summary Paragraphs  
p75 - which part of the paragraph is background? / 
Sources: list or mind map? (p78) 
Meeting 2: Useful words and phrases (p83) / IN 
CLASS WRITING EXERCISE - SUMMARY 
PARAGRAPH  / Rewrite: peer and teacher in cla 

ANALYSIS writing exercise will be done 
next week in class 

Week 11 
OUTLINE 
DUE (10%) 

Meeting 1: Unit 9 (p88) Analysis Paragraph / p93 
Mind Map examples / Organisation of Analysis 
Paragraph 
Meeting 2: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
ANALYSIS PARAGRAPH  / Rewrite - peer and 
teacher in-class evaluation 

CAUSE AND EFFECT  writing exercise will 
be done next week in class 



Week 12 

Meeting 1: Unit 10 (p100) Cause and Effect 
Paragraph / Exercise 1 p101 Identifying Correct and 
Incorrect forms / Find your topic p103 /  
Organisation of topic  
Meeting 2: Exercise 2 Cause and Effect Expressions 
(p108) / IN CLASS WRITING EXERCISE - CAUSE & 

PERSUASIVE writing exercise will be done 
next week in class 

Week 13 

Meeting 1: Unit 11 (p112) Persuasive Paragraphs / 
planning and organising / pre-writing / Exercises 
p114 - identifying and giving persuasive reasons 
Meeting 2: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
PERSUASIVE PARAGRAPH  / rewrite - peer and 
teacher in-class writing 

PROBLEM-SOLUTION writing exercise will 
be done next week in class 

Week 14 

Meeting 1: Unit 12 (p122) Problem-Solution 
paragraph / Examples and exercises (p124) / 
Choose your topic / Exercise (p126) and Exercise 4 
(p127) 
Meeting 2: IN CLASS WRITING EXERCISE - 
PROBLEM-SOLUTION PARAGRAPH  / Peer and 
Teacher in-class evaluation 

Directed homework activities  
    from Teacher 

Week 15 

Meeting 1: Complete your Problem-Solution / Catch 
up of writing work 
Meeting 2: You need to have written 9 out of 10 
paragraphs, as per the titles in CAPITALS in the 
schedule, following the instructions in the textbook 
'Academic Writing'. You may use this 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE207-
A01 

2.科目名 実用英語 A 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田口健 

5.授業科目の区分 
専門教育／実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

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

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

1.教科書の読み合わせ、和訳 
2.教科書上のリスニング、T/F クイズ、エ
クササイズの実施、答え合わせ 
3.質疑応答 

16.履修制限 
40 名程度 
*ただし履修希望者多数の場合は対応を検討する。 

17.授業の目的と概要 

訪日旅行客が増え続けるなか、日本国内の様々な観光地では、外国人観光客を目にすること
が多くなってきた。この授業では、日本国内の観光地を英語で説明する教科書を用い、知識
を得るのはもちろん、英語で日本の歴史や文化を説明できるようにすることを目的とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(5)「コミュニケーションスキル」、(3)「多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）に関連し、外国人旅行客へ観光地への行き方や、名所旧跡、日本文化、飲食
店で注文の受付や料理の説明など、簡単であっても英語で説明できるようにすること。また
各授業前に提出する英語のエッセイや説明文の作成を通じ、英語のお知らせ等の書類作成が
できるようにする。 

19.教科書・教材 Hospitality English 「おもてなしの観光英語」三修社 2016 年 
20.参考文献 特になし。適宜講義中に紹介する。 

21.成績評価 

①各講義前に提出するポートまたはエッセイ 33％（4 回予定、締切日時までに Web Class
へ提出） 
②授業中の小テスト           33％（3 回予定、概ね 4 単元ごとに実施、授業
中） 
③各講義時の発表            33％（事前予習、発表内容などを総合評価） 
 

22.コメント 

【履修にあたってのおことわり】 
①担当教員は非常勤で本務があるため、本務の都合によっては、オンライン授業となった
り、休講・補講が発⽣する可能性がある。その場合は原則として前週金曜日までに
Webclass にて周知する。オンライン授業となった場合は、教室で受講しても構わない。た
だし対面授業を行う際はオンライン配信は行わない。（※教務課へ遠隔授業受講願を提出
し、認められた場合を除く） 
②各講義の内容は開講時の想定のものであり、履修人数、学⽣諸君の理解度、進捗状況によ
り、適宜変更されることがある。その場合は事前の講義中に予定を発表する。 
③教科書の Lesson は、コマ数の関係上、飛ばしているものがあるので、注意が必要。 
④テストは、WebClass を使用して行う。その際は原則として PC で行うこと。スマートフ
ォンでの受験は認めない。 
 

23.オフィスアワー 授業の前・後に適宜対応する。また、E メールでの質問は随時受け付ける。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 4/13 教科書・予習は必要ない。 



Introduction and Orientation 授業の進め方や、レポート作成の仕方等の説
明があるため、必ず出席のうえ、メモを取る
こと。 

 
4/20 
Lesson 1. An Attitude of Hospitality / Welcome to 
Japan 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 
4/27 
Lesson 2. Preparation for the 2020 Olympic Games 
in Tokyo 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 
5/11 
Lesson 4. Sapporo Snow Festival 

授業中に説明する、「英語による説明文」を
作成して、授業開始時に提出すること。 
70+ words explanation about "Hokkaido 
Tourism". 

 
5/18 
Lesson 6. Yokohama Port 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 
5/25 
Lesson 7. Mt. Fuji 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 6/1 
Lesson 8. Omi Province and Its Military History 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 6/8 
Lesson 9. The Deer in Nara 

授業中に説明する、「英語によるエッセイ」
を作成して、授業開始時に提出すること。 
70+ words English essay about "Why do 
people won't stay in Nara" 

 
6/15 
Lesson 10. Kyoto Station 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 6/22 
Lesson 11. Let's explore Osaka 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 
6/29 
Lesson 12. Port City Kobe: Phoenix Rises 

授業中に説明する、「英語による説明文」を
作成して、授業開始時に提出すること。 
70+ words English summary about "How to 
prepare for the Earthquakes". 

 
7/6 
Lesson 13. Sand Dunes in Tottori 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 7/13 
Lesson 14. The Atomic Bomb Dome 

教科書の事前の読み合わせ、不明単語の翻訳
を済ませておくこと。 

 
7/20 
Lesson 15. Dazaifu 

授業中に説明する、「英語によるエッセイ」
を作成して、授業開始時に提出すること。
70+ words English essay about "How to 
bring foreign tourists to Kyushu" 

 
7/27 
予備日 To be confirmed during class 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE209-
Y71 

2.科目名 リーディング・ライティング 3 3.単位数 1 

4.授業担当教員 和泉有⾹ 

5.授業科目の区分 共通 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

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

17.授業の目的と概要 

目的 
TOEIC(R) L&R テストに関する全般的な知識を身につけ、「基礎英語力＋テスト知識」を以
て TOEIC（R)L&R テストで 550 点以上のスコア取得を目指します。 
概要 
リスニング対策とリーディング対策をバランス良く行うことにより、両分野でスコアに直結
する英語力を付けます。授業では大量のリスニングを行い、同時に発音と音読も重視しま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業は、本学のディプロマ・ポリシーのうち、とりわけ(3)の多様な文化や背景を理解
し受け入れる能力、および(5)のコミュニケーションスキルに関連するものである。 
【学習目標】 
① 実用的な語学力 
② 他者と協働するコミュニケーションスキル 
・ ただ与えられた問題を解くだけではなく、「聞く人（読む人）が理解しやすい情報の提示
法」を意識し、習得する。 
・ 今現在必要な英語力・コミュニケーション力と同時に、社会人になってからも役⽴つ知
識と英語力を身につける。 

19.教科書・教材 
MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC (R) L&R TEST  ALL in One [New Edition]  桐原書
店 

20.参考文献 必要に応じて授業内で紹介する。 

21.成績評価 

・ 授業参加度： 30 点（学習目標②に対応） 
・ 小テスト： 30 点（学習目標①に対応） 
・ 最終試験： 40 点（学習目標①に対応） 
合計 60 点以上で合格となります。 

22.コメント 

・教科書を購入していない学⽣は、評価の対象外とします。 
・ 授業進度や内容は受講⽣の理解度に合わせて変更する場合があります。 
・ 音読に力を入れます。 
・ 発表・発言など、積極的な授業態度を求めます。 

23.オフィスアワー 授業前後の時間に教室や講師控室で、あるいは E-mail での対応とします。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 日目 
リーディング・ライティング 2 の復習、Unit 07 代名
詞・関係代名詞 
Unit 08 ラジオ放送・宣伝 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 
 

2 日目 

単語テスト 
Unit 08 接続詞・前置詞 
Unit 09 Yes/No 疑問文、ダブルパッセージ（２つの
文書） 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 



3 日目 
単語テスト 
Unit 10 オフィスでの会話１、Part 5 の復習 
Unit 11 留守番電話 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

4 日目 
単語テスト 
Unit 11 トリプルパッセージ（３つの文書） 
Unit 12 オフィスでの会話 2、Part 7 の復習 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 

5 日目 

単語テスト 
Unit 13 Part 1 と 2 の復習、時制・代名詞・語彙の問
題 
期末テスト 

授業中に使った音声を再び聞く／授業内で扱
った文書を自力で訳せるように／学習箇所全
ての音読 
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1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLE301-
Y01 

2.科目名 実践ビジネス英語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越知昌賜 

5.授業科目の区分 
選択 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 3 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 実践的なビジネス英語習得のため、履修者数を最大 20 名とします。初回の授業で履修者を
選抜しますので、受講希望者は必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

目的 
海外や外資系の企業におけるビジネスシーンに対応するために、ビジネスの現場でよく使わ
れる英語表現パターンを学ぶとともに、状況に応じて柔軟に対応でき、言いたいことを自分
の言葉で表現する英語力を養う。 
概要 
具体的には、講義は「入門ビジネス英語（NHK）」に沿って進めるが、加えて担当教員の国
際的な金融・流通等のビジネス経験を踏まえ、ビジネスにおける具体的な事例を紹介すると
ともに、ビジネスでよく使われる用語の習得、及びその使い方を学んでいく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（３）多様性理解 （５）コミュニケ
ーションスキル （６）専門的知識・技能の活用力、学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ビジネスシーンにおける会話パターンを学習し、実際のシーンにおける即応力・応用力を
身につける→（５）コミュニケーションスキル （６）専門的知識・技能の活用力 
②COCA（Corpus of Contemporary American English ）に基づき抽出した、ビジネスでよ
く使われる主要英単語 200 語を習得する→（６）専門的知識・技能の活用力 
③また、主要ビジネス英単語のコロケーションを学び、その語彙の応用力を身につける→
（３）多様性理解 （５）コミュニケーションスキル  
④ビジネスのコミュニケーションで求められる瞬時に英文を組み⽴てて正しい情報交換を行
う方法について学ぶ→（５）コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 
即戦力がつく「ビジネス英単語」日向 清人 ㈱DHC、ビジネスでよく使う英単語 成栄 
寿 J リサーチ出版 （必要箇所は配布しますので購入の必要はありません） 

20.参考文献 
１．適宜資料を配布します 
２．その他、関連サイトや文献情報については授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下のとおりです。 
１．講義内及び宿題として実施する課題達成度  ・・・30 点 ［学習目標②③に対応］ 
２．ロールプレイング・プラクティスへの参加・達成度・・・20 点 ［学習目標①③に対
応］ 
３．小テスト           ・・・20 点 ［総括］ 
４．授業ノート内容・完成度    ・・・20 点 ［学習目標②③に対応］ 
５．最終総括レポート       ・・・10 点 ［総括・振り返り］ 

22.コメント 関連記事確認、調査で使用頻度が高いため PC 持参を推奨 
23.オフィスアワー 講義の最後もしくはメイルにて随時 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ・オリエン j テーション（本講義の目標、内容、評定 復習：今回の復習及び授業ノート整理 



の基準、受講上の留意点などについて） 
・ビジネスシーン：プレゼンテーション「プレゼンの
進め方について」 
 

予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 2 回 

・ビジネスシーン：プレゼンテーション「最初の話題
に触れる」 
・ビジネストピック（毎回経済・地政などの時事テー
マを取り上げ、ビジネス知識や用語・表現を学ぶ） 
 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習（web class に資料掲
載） 

第 3 回 
・ビジネスシーン：プレゼンテーション「業績の見込
みについて語る」 
・ビジネストピック紹介 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 4 回 

・ビジネスシーン：プレゼンテーション「次の話題に
移る」 
・ビジネスシーン事例紹介 
 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 5 回 
・ビジネスシーン：プレゼンテーション「発表者の交
代を告げる」 
・ビジネスシーントピック紹介 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 6 回 
・ビジネスシーン：プレゼンテーション「相手に何か
を勧める」 
・ビジネスシーン事例紹介 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 7 回 

・ビジネスシーン：プレゼンテーション「最後にポイ
ントをまとめる」 
・ビジネストピック紹介 
 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 8 回 
・ビジネスシーン：プレゼンテーション「フィードバ
ックを依頼する」 
・ビジネスシーン紹介 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習（web class に資料掲
載） 

第 9 回 小テスト 
 
予習：次回講義の予習（web class に資料掲
載） 

第 10 回 
・ビジネスシーン：アポイントメント「紹介者の名前
を伝える」 
・ビジネストピック紹介 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・予習（web class に
資料掲載） 

第 11 回 

・ビジネスシーン：アポイントメント「アポイントを
取る」 
・ビジネストピック紹介 
 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 12 回 
・ビジネスシーン：アポイントメント「タイミングが
いいかを尋ねる」 
・ビジネスシーン事例紹介 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 13 回 
・ビジネスシーン：アポイントメント「先方の都合を
聞く」 
・ビジネストピック紹介 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習・課題（web class に
資料掲載） 

第 14 回 
・ビジネスシーン：アポイントメント「折り返しの電
話を依頼する」 

復習：今回の復習及び授業ノート整理 
予習：次回講義の予習 



・ビジネスシーン事例紹介 授業ノート提出準備 

第 15 回 

・ビジネスシーン：アポイントメント「超区善の変更
に足してわびる」 
・授業ノートの提出 
・最終総括レポート 
・振り返り 

・授業ノート提出 
・最終レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLK101-
A01 

2.科目名 韓国・朝鮮語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
入門クラスなので、韓国語をはじめて学ぶ学⽣が望ましいです。それ以外の学⽣で履修を希
望する場合は、必ずメールでお尋ねください。 
履修希望者が多数の場合は抽選を行います。必ず初回の授業に出席してください。 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：①ハングルの読み書きの習得②基礎的な会話ができるようになること③言葉の
学習を通して、韓国の文化に関心を持つことです。 
概要：韓国語をはじめて学ぶ学⽣のための入門クラスです。ハングル文字の読み書きを中心
に学びながら、基礎的な会話もできるように学習していきます。また、韓国の文化を身近に
感じてもらうために視聴覚教材を取り入れた授業も行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）
(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ハングルの読み書きの習得 
②ペアやグループ活動を通して、基礎的な会話ができるようになること 
③言葉の学習を通して、韓国の文化に関心を持つこと 

19.教科書・教材 『基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版』国書刊行会 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 クラス活動：10％   ワークシート：10％   ノート ：10％ 
単語テスト：10％   暗唱テスト ：20％   総括試験：40％ 

22.コメント 

韓国語は日本語の語順とほぼ同じで、最も習得しやすい外国語だと思います。 
授業中は発話することが多いので、積極的に学ぶ姿勢が求められますが、 
その分基礎的な会話ができるようになります。 
初回から授業を進めますので、履修希望者は必ず初回から出席するようにしてください。 
この授業は韓国語をはじめて学ぶ学⽣を対象にしています。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・基礎第１課 韓国語について［教科書 pp.6-9］・ワ
ークシート 
【第２回】 
・基礎第２課 基本⺟音［教科書 pp.10-13］・ワーク
シート 
 

【第１回】 
○教科書の予習（30 分） 
【第２回】 
○次回の授業までに基本⺟音を読めて書ける
ように練習すること（60 分） 
 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・基礎第３課 基本子音①［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
●⺟音暗唱テスト 

【第３回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第４回】 



【第４回】 
・基礎第３課 基本子音②［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
●単語テスト 

○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 
 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・基礎第３課 基本子音③［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
【第６回】 
・基礎第３課 基本子音④［教科書 pp.15］・ワーク
シート 
●単語テスト 
●子音暗唱テスト 

【第５回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第６回】 
○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
・基礎第３課 基本子音⑤濃音［教科書 pp.15-19］・
ワークシート 
【第８回】 
・基礎第４課 複合⺟音［教科書 pp.20-23］・ワーク
シート 
●単語テスト 
●⺟音スギテスト 
 

【第７回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第８回】 
○次回の授業までに複合⺟音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
・基礎第５課 パッチム［教科書 pp.24-29］・ワーク
シート 
●ノート確認 
【第 10 回】 
・基礎第６課 発音の変化/有声音化/連音化［教科書
pp.30-31］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第９回】 
○パッチムを読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第 10 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること（120 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・基礎第６課 発音の変化/流音化/濃音化/口蓋音化
［教科書 pp.32-34］・ワークシート 
【第 12 回】 
・基礎第６課 発音の変化/h の音変化/⿐音化［教科
書 pp.32-34］ 
・ワークシート 
●子音スギテスト 

【第 11 回】 
○発音の変化を読めて書けるように練習する
こと（30 分） 
【第 12 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課 私は浅井ゆかりです（１）［教科書 pp.40-
45］ 
・ワークシート 
【第 14 回】 
・第１課 私は浅井ゆかりです（２）［教科書 pp.40-
45］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 13 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 14 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 15 回】 【第 15 回】 【第 15 回】 



【第 16 回】 ・第２課 出身はソウルです（１）［教科書 pp.46-
51］ 
・ワークシート 
【第 16 回】 
・第２課 出身はソウルです（２）［教科書 pp.46-
51］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 16 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第３課 図書館ではありません（１）［教科書
pp.52-57］ 
・ワークシート 
【第 18 回】 
・第３課 図書館ではありません（２）［教科書
pp.52-57］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 17 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 18 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・第４課 時間がありますか（１）［教科書 pp.58-
63］ 
・ワークシート 
●ノート確認 
【第 20 回】 
・第４課 時間がありますか（２）［教科書 pp.58-
63］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 19 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 20 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
・第５課 何をしますか（１）［教科書 pp.64-69］・
ワークシート 
【第 22 回】 
・第５課 何をしますか（２）［教科書 pp.64-69］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 21 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 22 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・第６課 貿易会社で働いています（１）［教科書
pp.70-75］ 
・ワークシート 
【第 24 回】 
・第６課 貿易会社で働いています（２）［教科書
pp.70-75］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 23 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 24 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第７課 服を買います（１）［教科書 pp.76-81］・
ワークシート 
【第 26 回】 
・第７課 服を買います（２）［教科書 pp.76-81］ 

【第 25 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 26 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書



●単語テスト 
●本文暗唱テスト 

けるように練習すること（120 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第８課 スーパーでよく買います（１）［教科書
pp.82-89］ 
・ワークシート 
【第 28 回】 
・第８課 スーパーでよく買います（２）［教科書
pp.82-89］ 
・総復習［まとめプリントを持参すること］ 
●本文暗唱テスト 

【第 27 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること・まとめプリント（30 分） 
【第 28 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること・まとめプリント
（120 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総復習［まとめプリントを持参すること］ 
【第 30 回】 
総括試験 

【第 29 課】 
○総復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLK101-
M01 

2.科目名 韓国・朝鮮語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
入門クラスなので、韓国語をはじめて学ぶ学⽣が望ましいです。それ以外の学⽣で履修を希
望する場合は、必ずメールでお尋ねください。 
履修希望者が多数の場合は抽選を行います。必ず初回の授業に出席してください。 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：①ハングルの読み書きの習得②基礎的な会話ができるようになること③言葉の
学習を通して、韓国の文化に関心を持つことです。 
概要：韓国語をはじめて学ぶ学⽣のための入門クラスです。ハングル文字の読み書きを中心
に学びながら、基礎的な会話もできるように学習していきます。また、韓国の文化を身近に
感じてもらうために視聴覚教材を取り入れた授業も行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）
(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ハングルの読み書きの習得 
②ペアやグループ活動を通して、基礎的な会話ができるようになること 
③言葉の学習を通して、韓国の文化に関心を持つこと 

19.教科書・教材 『基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版』国書刊行会 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 クラス活動：10％   ワークシート：10％   ノート ：10％ 
単語テスト：10％   暗唱テスト ：20％   総括試験：40％ 

22.コメント 

韓国語は日本語の語順とほぼ同じで、最も習得しやすい外国語だと思います。 
授業中は発話することが多いので、積極的に学ぶ姿勢が求められますが、 
その分基礎的な会話ができるようになります。 
初回から授業を進めますので、履修希望者は必ず初回から出席するようにしてください。 
この授業は韓国語をはじめて学ぶ学⽣を対象にしています。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・基礎第１課 韓国語について［教科書 pp.6-9］・ワ
ークシート 
【第２回】 
・基礎第２課 基本⺟音［教科書 pp.10-13］・ワーク
シート 
 

【第１回】 
○教科書の予習（30 分） 
【第２回】 
○次回の授業までに基本⺟音を読めて書ける
ように練習すること（60 分） 
 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・基礎第３課 基本子音①［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
●⺟音暗唱テスト 

【第３回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第４回】 



【第４回】 
・基礎第３課 基本子音②［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
●単語テスト 

○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 
 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・基礎第３課 基本子音③［教科書 pp.14］・ワーク
シート 
【第６回】 
・基礎第３課 基本子音④［教科書 pp.15］・ワーク
シート 
●単語テスト 
●子音暗唱テスト 

【第５回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第６回】 
○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
・基礎第３課 基本子音⑤濃音［教科書 pp.15-19］・
ワークシート 
【第８回】 
・基礎第４課 複合⺟音［教科書 pp.20-23］・ワーク
シート 
●単語テスト 
●⺟音スギテスト 
 

【第７回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第８回】 
○次回の授業までに複合⺟音を読めて書ける
ように練習すること（120 分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
・基礎第５課 パッチム［教科書 pp.24-29］・ワーク
シート 
●ノート確認 
【第 10 回】 
・基礎第６課 発音の変化/有声音化/連音化［教科書
pp.30-31］ 
・ワークシート 
●単語テスト 

【第９回】 
○パッチムを読めて書けるように練習するこ
と（30 分） 
【第 10 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること（120 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・基礎第６課 発音の変化/流音化/濃音化/口蓋音化
［教科書 pp.32-34］・ワークシート 
【第 12 回】 
・基礎第６課 発音の変化/h の音変化/⿐音化［教科
書 pp.32-34］ 
・ワークシート 
●子音スギテスト 

【第 11 回】 
○発音の変化を読めて書けるように練習する
こと（30 分） 
【第 12 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課 私は浅井ゆかりです（１）［教科書 pp.40-
45］ 
・ワークシート 
【第 14 回】 
・第１課 私は浅井ゆかりです（２）［教科書 pp.40-
45］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 13 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 14 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 15 回】 【第 15 回】 【第 15 回】 



【第 16 回】 ・第２課 出身はソウルです（１）［教科書 pp.46-
51］ 
・ワークシート 
【第 16 回】 
・第２課 出身はソウルです（２）［教科書 pp.46-
51］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 16 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第３課 図書館ではありません（１）［教科書
pp.52-57］ 
・ワークシート 
【第 18 回】 
・第３課 図書館ではありません（２）［教科書
pp.52-57］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 17 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 18 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・第４課 時間がありますか（１）［教科書 pp.58-
63］ 
・ワークシート 
●ノート確認 
【第 20 回】 
・第４課 時間がありますか（２）［教科書 pp.58-
63］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 19 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 20 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
・第５課 何をしますか（１）［教科書 pp.64-69］・
ワークシート 
【第 22 回】 
・第５課 何をしますか（２）［教科書 pp.64-69］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 21 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 22 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・第６課 貿易会社で働いています（１）［教科書
pp.70-75］ 
・ワークシート 
【第 24 回】 
・第６課 貿易会社で働いています（２）［教科書
pp.70-75］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 23 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 24 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること（120 分） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第７課 服を買います（１）［教科書 pp.76-81］・
ワークシート 
【第 26 回】 
・第７課 服を買います（２）［教科書 pp.76-81］ 

【第 25 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること（30 分） 
【第 26 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書



●単語テスト 
●本文暗唱テスト 

けるように練習すること（120 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第８課 スーパーでよく買います（１）［教科書
pp.82-89］ 
・ワークシート 
【第 28 回】 
・第８課 スーパーでよく買います（２）［教科書
pp.82-89］ 
・総復習［まとめプリントを持参すること］ 
●本文暗唱テスト 

【第 27 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること・まとめプリント（30 分） 
【第 28 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること・まとめプリント
（120 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総復習［まとめプリントを持参すること］ 
【第 30 回】 
総括試験 

【第 29 課】 
○総復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLK101-
Y01 

2.科目名 韓国・朝鮮語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高秀美 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学部・観光学部 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 入門クラスなので、はじめて韓国語を学ぶ学⽣が望ましいです。 

17.授業の目的と概要 
様々な形で韓国語と韓国の⽣活文化を学びながら基礎的な文法、日常会話などの学習を進め
て行きます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の３．多様な価値観を認め、他者とのコ
ミュニケーションを深め、連携していく力、S1．修得した知識・技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力、K4．異なる価値観を理解意し、自分の考えや日本の魅力を的
確に伝えるコミュニケーションを備える、の学修に関連しています。 
①ハングル文字の仕組みを理解し説明できる。 
②自由に文章を組み⽴て、会話に⽣かすことができる。 
③韓国の⽣活文化を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 『できる韓国語 初級Ⅰ』、李志暎、新大久保語学院 
20.参考文献 授業時に紹介します。 

21.成績評価 

時間ごとのワークシート 10％ （学習目標の①④に対応） 
課題の提出 10％ （学習目標の①④に対応） 
時間ごとの会話練習 10％ （学習目標の②③に対応） 
単語テスト 10％ （学習目標の①に対応） 
発音チェックテスト 10％ （学習目標の②に対応） 
総合テスト 50％ （学習目標の①〜④に対応） 
 

22.コメント 

どの国の言葉もそれを共に学ぶ人たちの心を結ぶリボンの役割をすると信じています。一つ
の単語を知り、少しずつ韓国語で会話できる楽しさをぜひ感じてほしいです。韓国語の最初
の一歩でつまずかないように少しでも疑問があれば授業終了後に質問するようにこころがけ
ましょう。 
※スケジュールは変更することがあるます。 
 

23.オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション：春学期授業の流れや成績評価
についての説明 
・韓国語について［教科書 pp.6］・ワークシート 
【第２回】 
・Lesson1 基本⺟音［教科書 pp.8-9］・ワークシー
ト 
 

【第１回】 
○シラバスの確認 
【第２回】 
○次回の授業までに基本⺟音を読めて書ける
ように練習すること 
 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・Lesson2 子音①：平音［教科書 pp.10-14］・ワー

【第３回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ



クシート 
●⺟音暗唱テスト 
【第４回】 
・Lesson2 子音②：激音［教科書 pp.15-16］・ワー
クシート 

と 
【第４回】 
○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること 
 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・Lesson2 子音③：濃音［教科書 pp.17-19］・ワー
クシート 
【第６回】 
・Lesson2 子音まとめ［教科書 pp.10-19］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト（子音） 

【第５回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と 
【第６回】 
○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
・Lesson3 パッチム［教科書 pp.20-24］・ワークシ
ート 
【第８回】 
・Lesson4 合成⺟音［教科書 pp.25-28］・ワークシ
ート 
●単語テスト 

【第７回】 
○パッチムを読めて書けるように練習するこ
と 
【第８回】 
○次回の授業までに合成⺟音、パッチムを読
めて書けるように練習すること 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
・文字の復習［教科書 pp.29-30］・ワークシート 
【第 10 回】 
・日本語のハングル表記の練習［教科書 pp.32］・ワ
ークシート 

【第９回】 
○ハングルを読めて書けるように練習するこ
と 
【第 10 回】 
○次回の授業までに日本語のハングル表記が
できるように練習すること 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・発音の変化 有声音化/連音化/⿐音化/「?」の弱音
化［教科書 pp.172-175］・ワークシート 
【第 12 回】 
・発音の変化 激音化/濃音化/流音化/口蓋音化［教
科書 pp.176-181］・ワークシート 

【第 11 回】 
○発音の変化を読めて書けるように練習する
こと 
【第 12 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課 私は日本人です（１）［教科書 pp.40-
43］・ワークシート 
【第 14 回】 
・第１課 私は日本人です（２）［教科書 pp.40-
43］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 13 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 14 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
・第２課 日本人ではありません（１）［教科書
pp.44-49］・ワークシート 
【第 16 回】 
・第２課 日本人ではありません（２）［教科書
pp.44-49］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 15 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 16 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 



【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第３課 それは何ですか（１）［教科書 pp.50-
55］・ワークシート 
【第 18 回】 
・第３課 それは何ですか（２）［教科書 pp.50-
55］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 17 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 18 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・第４課 約束があります（１）［教科書 pp.56-
61］・ワークシート 
【第 20 回】 
・第４課 約束があります（２）［教科書 pp.56-
61］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 19 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 20 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
・第５課 会社はどこにありますか（１）［教科書
pp.62-67］・ワークシート 
【第 22 回】 
・第５課 会社はどこにありますか（２）［教科書
pp..62-67］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 21 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 22 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・第６課 週末は何をしますか（１）［教科書 pp.68-
73］・ワークシート 
【第 24 回】 
・第６課 週末は何をしますか（２）［教科書 pp.68-
73］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 23 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 24 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第７課 そんなに遠くありません（１）［教科書
pp.74-79］・ワークシート 
【第 26 回】 
・第７課 そんなに遠くありません（２）［教科書
pp.74-79］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 25 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 26 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第８課 いつ行きますか（１）［教科書 pp.80-
85］・ワークシート 
【第 28 回】 
・第８課 いつ行きますか（２）［教科書 pp.80-
85］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 27 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 28 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 



【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総復習 
【第 30 回】 
●総括試験 

【第 29 課】 
○総復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FLK101-
Y02 

2.科目名 韓国・朝鮮語Ⅰ （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高秀美 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学部・観光学部 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 入門クラスなので、はじめて韓国語を学ぶ学⽣が望ましいです。 

17.授業の目的と概要 
様々な形で韓国語と韓国の⽣活文化を学びながら基礎的な文法、日常会話などの学習を進め
て行きます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の３．多様な価値観を認め、他者とのコ
ミュニケーションを深め、連携していく力、S1．修得した知識・技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力、K4．異なる価値観を理解意し、自分の考えや日本の魅力を的
確に伝えるコミュニケーションを備える、の学修に関連しています。 
①ハングル文字の仕組みを理解し説明できる。 
②自由に文章を組み⽴て、会話に⽣かすことができる。 
③韓国の⽣活文化を学ぶ。 
 

19.教科書・教材 『できる韓国語 初級Ⅰ』、李志暎、新大久保語学院 
20.参考文献 授業時に紹介します。 

21.成績評価 

時間ごとのワークシート 10％ （学習目標の①④に対応） 
課題の提出 10％ （学習目標の①④に対応） 
時間ごとの会話練習 10％ （学習目標の②③に対応） 
単語テスト 10％ （学習目標の①に対応） 
発音チェックテスト 10％ （学習目標の②に対応） 
総合テスト 50％ （学習目標の①〜④に対応） 
 

22.コメント 

どの国の言葉もそれを共に学ぶ人たちの心を結ぶリボンの役割をすると信じています。一つ
の単語を知り、少しずつ韓国語で会話できる楽しさをぜひ感じてほしいです。韓国語の最初
の一歩でつまずかないように少しでも疑問があれば授業終了後に質問するようにこころがけ
ましょう。 
※スケジュールは変更することがあるます。 
 

23.オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション：春学期授業の流れや成績評価
についての説明 
・韓国語について［教科書 pp.6］・ワークシート 
【第２回】 
・Lesson1 基本⺟音［教科書 pp.8-9］・ワークシー
ト 
 

【第１回】 
○シラバスの確認 
【第２回】 
○次回の授業までに基本⺟音を読めて書ける
ように練習すること 
 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・Lesson2 子音①：平音［教科書 pp.10-14］・ワー

【第３回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ



クシート 
●⺟音暗唱テスト 
【第４回】 
・Lesson2 子音②：激音［教科書 pp.15-16］・ワー
クシート 

と 
【第４回】 
○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること 
 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・Lesson2 子音③：濃音［教科書 pp.17-19］・ワー
クシート 
【第６回】 
・Lesson2 子音まとめ［教科書 pp.10-19］ 
●単語テスト 
●暗唱テスト（子音） 

【第５回】 
○基本子音を読めて書けるように練習するこ
と 
【第６回】 
○次回の授業までに基本子音を読めて書ける
ように練習すること 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
・Lesson3 パッチム［教科書 pp.20-24］・ワークシ
ート 
【第８回】 
・Lesson4 合成⺟音［教科書 pp.25-28］・ワークシ
ート 
●単語テスト 

【第７回】 
○パッチムを読めて書けるように練習するこ
と 
【第８回】 
○次回の授業までに合成⺟音、パッチムを読
めて書けるように練習すること 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
・文字の復習［教科書 pp.29-30］・ワークシート 
【第 10 回】 
・日本語のハングル表記の練習［教科書 pp.32］・ワ
ークシート 

【第９回】 
○ハングルを読めて書けるように練習するこ
と 
【第 10 回】 
○次回の授業までに日本語のハングル表記が
できるように練習すること 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・発音の変化 有声音化/連音化/⿐音化/「?」の弱音
化［教科書 pp.172-175］・ワークシート 
【第 12 回】 
・発音の変化 激音化/濃音化/流音化/口蓋音化［教
科書 pp.176-181］・ワークシート 

【第 11 回】 
○発音の変化を読めて書けるように練習する
こと 
【第 12 回】 
○次回の授業までに発音の変化を読めて書け
るように練習すること 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課 私は日本人です（１）［教科書 pp.40-
43］・ワークシート 
【第 14 回】 
・第１課 私は日本人です（２）［教科書 pp.40-
43］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 13 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 14 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
・第２課 日本人ではありません（１）［教科書
pp.44-49］・ワークシート 
【第 16 回】 
・第２課 日本人ではありません（２）［教科書
pp.44-49］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 15 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 16 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 



【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第３課 それは何ですか（１）［教科書 pp.50-
55］・ワークシート 
【第 18 回】 
・第３課 それは何ですか（２）［教科書 pp.50-
55］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 17 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 18 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・第４課 約束があります（１）［教科書 pp.56-
61］・ワークシート 
【第 20 回】 
・第４課 約束があります（２）［教科書 pp.56-
61］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 19 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 20 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
・第５課 会社はどこにありますか（１）［教科書
pp.62-67］・ワークシート 
【第 22 回】 
・第５課 会社はどこにありますか（２）［教科書
pp..62-67］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 21 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 22 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・第６課 週末は何をしますか（１）［教科書 pp.68-
73］・ワークシート 
【第 24 回】 
・第６課 週末は何をしますか（２）［教科書 pp.68-
73］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 23 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 24 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第７課 そんなに遠くありません（１）［教科書
pp.74-79］・ワークシート 
【第 26 回】 
・第７課 そんなに遠くありません（２）［教科書
pp.74-79］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 25 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 26 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第８課 いつ行きますか（１）［教科書 pp.80-
85］・ワークシート 
【第 28 回】 
・第８課 いつ行きますか（２）［教科書 pp.80-
85］・ワークシート 
●単語テスト 
●暗唱テスト 

【第 27 回】 
○本文を音読し、読めて書けるように練習す
ること 
【第 28 回】 
○次回の授業までに本文を音読し、読めて書
けるように練習すること 



【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総復習 
【第 30 回】 
●総括試験 

【第 29 課】 
○総復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A01 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A02 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A03 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A04 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A05 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 春学期 月曜日 3 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A06 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A07 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A08 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、大学での学修に必要なクリティカルシンキング、ライティング、キャリアプ
ランニングの基礎を身につけることを目的としています。 
【概要】 
この科目では、主に以下の３つのことについて学習をすすめます。 
1.これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテー
マについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2.ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学
んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3.キャ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性（DP1）、コミュニケーションスキル
（DP2）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④e ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
⑤簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は不要です。適宜資料を配付します。 
20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題 1：クリティカルシンキングワークシート（WS①-⑦35 点（学習目標①に対応） 
課題 2：プレゼンテーション資料の提出（WS⑧、ppt スライド資料）15 点（学習目標②に
対応） 
課題 3：ライティングプログラムワークシート（WS⑨）20 点（学習目標③に対応） 
課題 4：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標④に対応） 
課題 5：自身の体験に関する記事作成・・・5 点（学習目標⑤に対応） 
課題 6：ふりかえ 

22.コメント 

教育福祉学科 1 年⽣ゼミ（初年次セミナー、基礎演習）では、効果的な学習を進めるため
に、1 年間を通じてテーマ「教育/保育/福祉現場の抱える安全・安心上の問題とその背景」
について取り組みます。 
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの授業展開になります。感染状況によって
は、遠隔授業に切り替わる可能性がありますが、遠隔授業であってもゼミ運営を円滑に進め
るために、ゼミ内でのコミュニケーションを積極的にとり、学習するコミュニティを形成し
ていきます。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス、履修指導 
・本科目の内容、ねらいについて説明する 
・初年次の科目の履修について相談をうける 

☆原則対面授業で実施します。また授業中の
作業課題では、PC を使用した情報収集を積
極的に行いますので、PC 持参を推奨しま
す。 

【第 2 回】 
 

コミュニケーションワーク 
・ゼミ⽣同士の関係性形成ワークを実施する 

【課題】メンターを中心に、ゼミ⽣間で
SNS 等を活用したコミュニケーションを進
めておく（随時） 

【第 3 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう①【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングのテーマを理解する 
・ワークシート①を活用し、テーマに関する情報検索
を行う 
・情報検索した内容をグループでシェアする 

【提出】ワークシート① 
【課題】ワークシート②を活用し、クリティ
カルシンキングテーマに関する情報検索を行
ってくる（90 分） 

【第 4 回】 
 

アクティブラーニングを体験しよう②【意見交換ワー
ク】 
・クリティカルシンキングを進める思考法について体
験する 
・ワークシート②を活用して、情報を整理する 
・テーマに対する意見の根拠となるもの（文献や資
料）を収集/精査する 

【提出】ワークシート② 
【課題】指定された資料を読んでくる（60
分） 
※第 7 回目授業時までにワークシート⑤を
作成しておく 

【第 5 回】 
 

リーディング①【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート③に要
約を完成させる（60 分） 
・指定された資料を読んでくる（60 分） 

【第 6 回】 
リーディング②【要約】 
・クリティカルシンキングのテーマ理解に向けて、関
連資料を読み、要約する 

【提出】ワークシート③ 
【課題】 
・本時の授業を踏まえ、ワークシート④に要
約を完成させる（60 分） 

【第 7 回】 
 

クリティカルシンキング①【意見を伝える】 
・テーマに対する自分の意見を伝える 
・ワークシート⑤の内容を、グループでシェアする 

【提出】ワークシート④ 
【課題】本時の内容を踏まえ、再度情報収集
を行い、ワークシート⑤をブラッシュアップ
させる（60 分） 

【第 8 回】 
クリティカルシンキング②【他者の意見を理解する】 
・テーマに対する自分の意見と他者の意見の異同につ
いて確認し、様々な視点があることを理解する 

【提出】ワークシート⑤ 
【課題】ワークシート⑥を活用し、自分の意
見と他者の意見の異同について整理してくる
（60 分） 

【第 9 回】 

クリティカルシンキング③【広い視野で意見をまとめ
る】 
・これまでの議論から、グループの意見を整理し、ま
とめる（グループ学習） 

【提出】ワークシート⑥ 
【グループ課題】指定されたグループで相談
し、ワークシート⑦をまとめる（120 分） 

【第 10 回】 
 

プレゼンテーションに向けた準備 
・ワークシート⑦をもとに、次週のプレゼンテーショ
ンに向けた発表用スライド、読み原稿を準備する 

【グループ課題】プレゼンテーションに向け
た準備（120 分） 

【第 11 回】 
プレゼンテーション 
・グループによるプレゼンテーション 

【提出】ワークシート⑦、プレゼン資料 
【課題】ワークシート⑧を活用し、プレゼン
テーションのふりかえりを行う（60 分） 



【第 12 回】 
クリティカルシンキングのふりかえり 
・プレゼンテーションにおける他者の意見を踏まえ、
小レポート（ワークシート⑨）を作成する 

【提出】ワークシート⑧ 
【課題】ワークシート⑨（テーマに関する小
レポート）（第 15 回提日までの各週で 60
分）※レポート執筆の際は、学修支援室の学
修支援チューター制度も積極的に活用するこ
と。 

【第 13 回】 
キャリア教育① 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成 

【第 14 回】 
キャリア教育② 
・「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も
用いて自身の体験を言語化し、記事として投稿する。 

【課題】 
・自身の体験に関する記事作成（e ポートフ
ォリオへ投稿） 

【第 15 回】 
ふりかえり 
これまでの学習内容を整理し、次学期の目標を⽴てる 

【提出】 
ワークシート⑨（ミニレポート） 
ワークシート⑩（ふりかえりシート） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A10 

2.科目名 初年次セミナー (経営̲1/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
  ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・第
14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意見 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜 3 限 
センターオフィスアワー：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A11 

2.科目名 初年次セミナー (経営̲2/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
   ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・
第 14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A12 

2.科目名 初年次セミナー (経営̲3/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
  ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・第
14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意見 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日５時限 
センターオフィスアワー：⽕曜日３時限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
A13 

2.科目名 初年次セミナー (経営̲4/4) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
  ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・第
14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意見 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 

研究室オフィスアワー：木曜日昼休み  
 尼崎キャンパス ４階教員協働研究室 
 水曜日昼休み以外にも対応可能です。メールで日程などを相談してください。 
センターオフィスアワー：水曜日 昼休み(神⼾山手キャンパス) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 



第 7 回 

■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ
の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

ノート PC 持参 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
M01 

2.科目名 初年次セミナー （経営） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
   ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・
第 14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月 4 
センターオフィスアワー：⽕ 4 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
外部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
M02 

2.科目名 初年次セミナー （経営） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
   ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・
第 14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月 4 
センターオフィスアワー：⽕ 4 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
M03 

2.科目名 初年次セミナー （経営） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
   ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・
第 14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕４ 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
M04 

2.科目名 初年次セミナー （経営） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 川脇康⽣ 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
   ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・
第 14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意 

22.コメント 
「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。  
特別に説明がない限り、すべての授業でノート PC 持参 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼時間 12 時 15 分〜13 時 15 分（4 号館 5 階川脇研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
M05 

2.科目名 初年次セミナー （経営） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 KUIS ベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
初年次セミナーの大きな役割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関
係面においていち早く大学に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙
げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には同時並行で履修している
「学習技術」で学んだことを⽣かして、テキスト第 1 章~第 6 章までを読み解き、要約する
ことによってリーディング・ライティングの練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマに
ついてグループで議論を重 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性と(5)コミュニケーション・
スキル、の学修に関連しています。 
1 大学 1 年次相当のリーディングとライティングのスキルが習得できる。 
  具体的には、ワークシートを用いて、セルフワーク、ペアワーク、グループワークなど
を活用しながら、リーディング力とライティング力を向上させ、意見交換力が修得できる。 
2 クリティカルシンキングとクリエイティブシンキングの基礎を学び、根拠に基づいた主
張、創造性のある提案ができる。 
 大学での学びの中核となる「クリティカルシンキング」の基礎を、課題解決型グループワ
ークを通して学び、批判的思考力と創造的思考力を身につける。 
3 卒業後の進路や自身のキャリア形成に関心を持ち、現時点での自己 PR を行うことがで
きる。 
 これからの学⽣⽣活を通して大学及び経営学部の教育目標に掲げる力や資質を身につける
とともに、卒業後の進路を考えていく。定期的に自分自身をふりかえり、その時点での自分
の強みや弱みを把握したうえで、他者に自分をアピールするトレーニングを繰り返しておく
ことが実践につながる。 
※これら以外に、本学の教育システムを効果的に活用できるよう、基礎的な使用法、活用法
を身につける。 

19.教科書・教材 授業時に教材を配付 

20.参考文献 

・学習技術研究会『知へのステップ 第 5 版 ―大学⽣からのスタディ・スキルズ』くろしお
出版 2019 
・竹田茂⽣ 他『知のワークブック―大学⽣と新社会人のための』2006 
その他，随時紹介する。 

21.成績評価 

〇KUIS ドリル（10%） 
    (与えられた課題を計画的に遂行できる。学習目標 3 に対応） 
 ◆7 月 1 日時点での達成率で 10 点満点。 
〇ワークシート・振返りシート・中間レポート（40％） 
   ワークシート（第１回〜第６回（3 点×6））、振り返りシート（第 11 回・第 13 回・
第 14 回（4 点×3））、中間レポート（第 10 回（10 点）） 



    (ワークシート・中間レポートは学習目標１、振返りシートは学習目標２に対応） 
 ◆評価基準 各レポートの要件（授業時に説明）に従っているか否かを 3 段階で評価す
る。 
〇意 

22.コメント 「デート DV 講習」「朝日デジタル新聞の使い方と活用」の 2 つのプログラムに関しては、
外部講師の先⽣のご都合で、講義日が移動する場合がある。 

23.オフィスアワー 
研究室 月曜 昼休み  
センター 木曜 昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

■ガイダンス、履修指導 
本科目の概要と目的（学修目標）および成績評価等に
ついて説明するとともに、1 年次の履修登録について
説明する。 
■リーディング・ライティング① 
テキストの第 1 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

履修要項[学修] 
履修要項[開講科目一覧] 
履修登録下書き用紙記入済 
時間割 
テキスト 
アサイメント 
テキスト第 1 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 2 章ワークシート 

第 2 回 

■リーディング・ライティング② 
テキストの第２章を読み、ワークシートに従って、ペ
アワーク、グループワークを行なう。そして、グルー
プ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プレ
ゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 2 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 3 章ワークシート 

第 3 回 

■リーディング・ライティング③ 
テキストの第 3 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 3 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 4 章ワークシート 

第 4 回 

■リーディング・ライティング④ 
テキストの第 4 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 4 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 5 章ワークシート 

第 5 回 

■リーディング・ライティング⑤ 
テキストの第 5 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 
 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 5 章ワークシート 
配布物 
テキスト第 6 章ワークシート 

第 6 回 

■リーディング・ライティング⑥ 
テキストの第 6 章を読み、ワークシートに従って、
ペアワーク、グループワークを行なう。そして、グル
ープ内で意見をまとめ、グループ代表によるゼミ内プ
レゼンを行なう。 

テキスト 
アサイメント 
テキスト第 6 章ワークシート 
 

第 7 回 
■意見交換のワーク① 
テーマについて、グループ内で意見を交換して 1 つ ノート PC 持参 



の意見にまとめよう。  
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身につけよう。 

第 8 回 

意見交換ワーク② 
省察しよう。 
アクティブラーニングを実践しよう。 
グループワークに必要な態度を身に付けよう。 

ノート PC 持参 
アサイメント 
グループ発表シート（グループ単位で評価） 

第 9 回 朝日新聞デジタル ノート PC 持参 

第 10 回 
■デート DV 講習 
学部講師をお迎えして、デート DV とは何か、その現
状と対策等について学び、理解を深める。 

配布物 
デート DV 講義資料 
アサイメント 
デート DV レポート（中間レポート） 

第 11 回 

■クリティカルシンキング①〜自分の意見をグループ
で述べる〜 
設定されたテーマについて、データ収集し集めた情報
から自分の意見をまとめ、根拠とともに意見をグルー
プ内で発表する。さらに追加の資料等を含め、グルー
プとしての主張をまとめる。 
 

アサイメント 
グループの意見をまとめて発表用資料を作成
する。 
振り返りシート（個人） 

第 12 回 

■クリティカルシンキング② 
追加のデータ収集を行い、グループとしての主張をま
とめ、発表用資料を作成して、クラスで発表を行う。 
省察を行う。 
○最終レポート課題発表 
 

発表パワーポイント（グループ単位で評価） 

第 13 回 
■キャリアについて考える① 
 高校及び大学での経験を e ポートフォリオに蓄積
する。 

★振り返りシート 

第 14 回 
■キャリアについて考える② 
KUIS 学修ベンチマークを参考に自己 PR について考
え、e ポートフォリオに投稿する。 

★振り返りシート 

第 15 回 

■本科目のふりかえり 
 初年次セミナーで学んだことや身につけた力につい
てふりかえる。 
 

ノートＰＣ 
★最終レポート提出締切 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
M06 

2.科目名 
初年次セミナー （看護̲4 月 11 日〜6 月 1
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 岩下真由美 

5.授業科目の区分 

KUISs ベーシック 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、本学の初年次教育を代表するものである。科目担当者はアドバイザーであり、
学⽣メンター（上級⽣）がサポートをしながら授業を運営する。初年次セミナーの大きな役
割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関係面においていち早く大学
に適応してもらうことである。具体的には、次の 3 つの目的が挙げられる。 
１．リーディング・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には新聞の記事を検索し、そ
の記事  
       を要約し、記事に対しての自分の考えを記述する練習を行う。 
２．これからの学修に必要なクリ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキルに対応していま
す。 
１．大学⽣活を円滑に開始し、大学に適応できる 
  ・履修登録ができる 
  ・困った時に相談できる友達やメンター及びアドバイザー活用できる 
  ・学修に必要な基本的 ICT スキルを使うことができる・学科のポリシーを理解すること
ができる 
２．reading・writing の基礎的スキルを身につけることができる 
  ・新聞の記事を検索し、その記事を要約し、記事に対しての自分の考えを記述すること
ができ 
           る 
  ・データベースの基本的な使用法を習得し、学習面で活用できる 
  ・レポート作成のための情報収集ができる 
  ・レポートを書くための基本的な方法を用いてレポートを作成できる 
  ・課題レポートを作成、提出することで書く力を伸ばすことができる 
  （コモンルーブリック：下位学年用ライティング→すべての観点がレベル２以上） 
３．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を身につけることができる 
  ・グループで議論を重ねることで、自分と違う価値観に気づいて、自分の意見を述べる
ことが 
           できる 
       ・議論を繰り返すことで、学習活動を振り返ることができる 
       ・議論通じて、発現する力、傾聴する力、議論を発展させる力、意見をまとめてい
くことがで 
          きる 
      ・グループで協力して学習課題の達成を目指すため、互いに協力しながら学ぶ姿勢を
身につける  
          ことができる 



      ・プレゼンテーションの基本的スキルを活用して説明できる 
４．キャリアプランを⽴てるスキルを身につけることができる 
  ・先輩たちのキャリアを材料に大学 4 年間をどのように過ごすかを考え、自分の大学⽣
活をデザ 
          インできる 
  ・看護専門職としての自覚や目標に向かって努力していくことの必要性を意識できる 
  ・看護専門職として必要な社会人基礎力（コミュニケーション力、マナー、リテラシー
等）を 
           学ぶことができる 

19.教科書・教材 教科書：指定なし 適宜資料を配布 
20.参考文献 大学⽣学びのハンドブック，考える力をつくるノート他 

21.成績評価 

■webclass などへの提出物（30 点） 
①ワークシート 1・これから始まる新⽣活に向けての抱負〜自分の意見を述べる（10） 
②ワークシート 3・脳が冴える⽣活リズム（10） 
③アサインメント 1・新型コロナウイルスついての講義を受けて（10） 
■④グループプレゼンテーション評価 （20 点） 
■e ポートフォリオへの投稿（50 点） 
⑤文献検索学習（10） 
⑥マナー講座（10） 
⑦アサーション（10） 
⑧デート DV 防止講座（10） 
⑨先輩看護職の話（10） 

22.コメント 
1．遅刻・早退・欠席の場合は事前に要連絡（岩下とゼミのアドバイザー） 
2．授業についての質問や問い合わせ 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー⽕曜 12:10〜13:10  研究室オフィスアワー水曜 12:10〜13:10 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
4 月 11 日
（月）4 限 
担当：岩
下・アドバ
イザー 

■Zoom への招待 
■webclass・universal passport について 
■科目ガイダンス 
・授業 1 回目のガイダンスについて、シラバスの活
用方法 
・講義中に配布された資料のファイリング方法につい
て 
・講義前・講義中・講義後にできること、 タイムマ
ネージメント、予 
    習 復習 の必要性、信頼される看護師になるため
に 
■大学における学修方法について 
・大学⽣に求められること、 高校と大学の違い、高
校の授業と大学の 
    授 業の違い、大学の授業の形式について 

メモを取りながら話を聞く 
ワークシート 1 を記入する 
【アサインメト】ワークシート 1 

【第 2 回】 
4 月 13 日
（水）3 限 
担当：岩
下・森 

■Out look メール設定・Out look アプリインストー
ル（岩下） 
■メールの出し方、研究室訪室のマナー 
・アドバイザーの先⽣にメールを出してみましょう 
■レポートの書き方について（森） 
・感想文とレポートについて、主張と根拠について、
テーマ設定につ 

【アサインメント】 
授業を受けて、アドバイザーの先⽣にメール
を送信する 



   いて、体裁について、レポートの提出方法につい
て、提出前の最終 
   確認の必要性について 

【第 3 回】 
4 月 18 日
（月）4 限 
担当：岩下 
各アドバイ
ザー 

■e-ポートフォリオについての説明 
・e-ポートフォリオに「現時点での抱負」「充実した
学⽣⽣活を送る 
   ための計画」を入力 
■ゼミアワー・履修登録確認（担当：各アドバイザ
ー） 
・履修登録の確認、個人面談 

ワークシート 1 持参 
・これから始まる新⽣活に向 
 けての抱負〜自分の意見を 
 e-ポートフォリオに投稿す 
 る 
※時間内に e-ポートフォリオ 
 に投稿できなかった場合は 
 本日中に投稿すること 
【アサインメント】 
・配布資料（第 4 回授業資料） 
 を読んでくる 

【第 4 回】 
4 月 20 日
（水）3 限 
担当：遠藤 

■ブレークアウトルームについての説明（岩下） 
■Web Class での資料のダウンロードと提出方法 
■student skill（担当：遠藤） 脳が冴える⽣活リズ
ム 

ワークシート２,３を作成 
ワークシート２ゼミごと回収 
ワークシート 3 は webclass にアップロード
する 

【第 5 回】 
4 月 25 日
（月）4 限 
担当：⻄村 

■クリティカルシンキング① 
 テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
 グループワークに必要な態度を身につける 
 「シンボルカラーの決定」 

・ワークシート３の返却 
・ワークシート４（ふり返り 
 シート） 
・グループワーク フィードバ 
 ックシート 
・第５回役割シート 
・ワークシート４をゼミごと 
 回収 

【第 6 回】 
4 月 27 日
（水）3 限 
担当：岩
下・⻄村・
有本 

■クリティカルシンキング② 
 テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
 グループワークに必要な態度を身につける 
 テーマ：新型コロナウイルス感染防止に向けて、学
⽣として必要な 
     行動について 

・ワークシート４の返却 
・アサインメント１書いたも 
 のを持参 
・ワークシート５ 
・グループワーク フィードバ 
 ックシート 
・ワークシート５をゼミごと 
 回収 

【第 7 回】 
5 月 2 日
（月）4 限 
担当：岩
下・⻄村・
有本 

■クリティカルシンキング③ 
 他者の⽴場にたつ 

・ワークシート５の返却 
・ワークシート６  
・ワークシート７ 

【第 8 回】 
5 月 9 日
（月）4 限 
担当：岩
下・⻄村・
有本 

■クリティカルシンキング④ 
   将来看護職を目指す学⽣として、私たちは新型コ
ロナウイルスに関 
   する問題にどのように取り組む必要があるか広い
視野にたつ 

・ワークシート８  
・ワークシート９ 
・ワークシート７をゼミごと 
 回収 
★PowerPoint を用いた発表資 
 料を提出する 

【第 9 回】 
5 月 13 日

■クリティカルシンキング⑤ 
 発表・まとめ 

・発表進行案は別紙参照 



（金）4 限担
当：岩下・
⻄村・有本 
【第 10 回】 
5 月 16 日
（月）4 限 
担当：⿊
田・⽩石 

A グループ 
■文献検索学習（reading writing） 
・図書館の利用の仕方・新聞記事検索方法 
B グループ 
■KUIS ドリル SPI 対策コース 

【アサインメント】 
・新聞の記事を検索し，その 
 記事に対して自分の考えを 
 まとめ e-ポートフォリオに 
 提出する（1000 字程度） 

【第 11 回】 
5 月 18 日
（水）3 限 
担当：⿊
田・⽩石 

B グループ 
■文献検索学習（reading writing） 
・図書館の利用の仕方・新聞記事検索方法 
A グループ 
■KUIS ドリル SPI 対策コース 

【アサインメント】 
・新聞の記事を検索し，その 
 記事に対して自分の考えを 
 まとめ e-ポートフォリオに 
 提出する（1000 字程度） 

【第 12 回】 
5 月 23 日
（月）4 限 
担当：⿊田 

■キャリアデザインを考える① 
・看護専門職者としての接遇とマナー 

【アサインメント】 
・講習会を受けて感じたこ 
 と・考えたこと・参考にな 
 ったこと・今後にどのよう 
 に⽣かしていくかを e-ポー 
 トフォリオに投稿する 
  （1000 字程度） 

【第 13 回】 
5 月 25 日
（水）3 限 
担当：中
島・八木 

■アサーションってなんだろう 
・自分のアサーションをチェックしてみよう 

【アサインメント】 
・自分が自覚するの⻑所と短 
 所，短所を強みにかえるた 
 めにはどうしたらよいか考 
 えたことをまとめたものを 
 e-ポートフォリオに提出す 
 る（1000 字程度） 

【第 14 回】 
5 月 30 日
（月）4 限 
担当：中島 

■デートＤＶ防止講座 
 NPO 法人女性と子ども支援センターウィメンズネ
ット・神⼾ 

【アサインメント】 
・感想・考えたこと（1000 字 
 以上）を e-ポートフォリオ 
 に提出する 

【第 15 回】 
6 月 6 日
（月）4 限 
担当：遠
藤・久井 

■キャリアデザインを考える② 
・先輩看護職の話をきく 
 看護師・助産師（北播磨総合病院） 
 保健師（稲美町保健師） 

【アサインメント】 
・感想・考えたこと（1000 字 
 以上）を e-ポートフォリオ 
 に提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y01 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子、遠藤泰⽣、片山真理、Patrick Shorb 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 指定されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

【目的】主に以下の 3 つの力を身に付けます。 
1．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎 
2．ライティングの基礎 
3．キャリアプランを⽴てるスキル 
【概要】以下の活動を通して目的の力を養成します。 
1．グループ討論等やプレゼンを行います。 
2. 同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練習を行い
ます。 
3. 就活に必要な自己 PR のための材料を収集、蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の
作成練習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

"本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単な自己 PR 文を書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
DP: 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができます。 
(4) 問題発見・解決力 
根拠にもとづいて、問題を発見したり解決のアイデアを構想したりする思考力や判断力を身
につけ、問題を解決することができます。 
(5) コミュニケーションスキル 
国内外を問わず、社会⽣活の様々な場面で、他者の思いや考えを理解するとともに、自分の
考えを的確に表現し、意見を交わすことができます。 

19.教科書・教材 

2 種類使います。 
鳥飼久美子著『異文化コミュニケーション学』(岩波新書）ISBN  9784004318873 
Penguin Readers Level 3: Animal Farm (ELT Graded Reader) (Penguin）ISBN  
9780241430897 
 

20.参考文献 

『新・⺠族の世界地図』 21 世紀研究会編  (文春新書) 
『君たちはどう⽣きるか』吉野源三郎 / 英語版 How Do You Live? (Genzaburo Yoshino, 
Bruno Navasky 他) /漫画版 『漫画 君たちはどう⽣きるか』羽賀翔一(漫画）マガジン
ハウス 
 

21.成績評価 "以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出す



ることを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・1０点（学習目標①に対応） 
課題２：自己 PR 文の作成・・・1０点（学習目標②に対応） 
課題 3：Book Reading に関するプレゼンテーション&資料の提出・・・2０点（学習目標
④⑤に対応） 
課題 4：Book Reading１のレポート提出・・・20 点(学習目標③⑥に対応） 
課題 5：アサイメントワークシートの提出・・・１０点（学習目標⑥に対応） 
課題 6：Book 

22.コメント 
遅刻・欠席は厳禁です。 
 

23.オフィスアワー 越山：⽕曜日 3 時間目（研究室）、木曜日 4 時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

◆ノート PC、時間割、履修要項 

Week 2 
大学での学習について 
・アクティブラーニングを実践しよう【意見交換①】 
・グループワークに必要な態度を身につける 

◆ノートパソコン◆ 

Week 3 

大学⽣として必要なマナー等を学ぶ 
・email の書き方、マナー 
・成人の心構え 
グループワーク 

◆ノートパソコン◆ 
〇『異文化コミュニケーション』読んでおく
（120 分） 

Week 4 
Book Reading 1 ① 
 『異文化間コミュニケーション』を読む 

Book Reading1 の課題 
 要約＆コメント 
(提出締め切りは 5 月３1 日の授業） 
WebClass と印刷したものを各担当者に提出
する  
〇再読（60 分）、発表の準備(60 分） 

Week 5 
Book Reading 1② 
『異文化間コミュニケーション』 
 

〇発表準備(60 分） 

Week 6 
Book Reading 1③ 
『異文化間コミュニケーション』どう読んだか、どう
理解したか(発表） 

○要約準備(60 分) 
 

Week 7 
5 月 31 日 

Book Reading 1④ 
『異文化間コミュニケーション』 
全体総括（発表）、読み方 

Book Reading1 の課題提出締め切り日
（WebClass および印刷したものを提出） 

Week 8 
課題研究（GR）について 
自己 PR の書き方 
 

アサインメントシート(60 分) 

Week 9 Book Reading２① Animal Farm 
★リーディングワークシート 
〇発表準備(60 分） 

Week 10 Book Reading２② Animal Farm 
〇再読(60 分） 
〇発表準備(60 分） 

Week 11 
Book Reading２③ Animal Farm 
Presentation & Discussion 

〇課題準備(60 分） 
 

Week 12 Book Reading２④Animal Farm 課題作成（90 分）  



全体総括 
 

〇自分の写真データを用意する（10 メガバ
イト以下のもの） 

Week 13 
e ポートフォリオ 
  

Week 14 TOEIC IP test 
 

◆ノート PC、イヤフォン 

Week 15 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーでのグループ活動をふり返り、来学期
の目標を⽴てる。 

★Book Reading 2 課題 
 提出締め切り 
◆ノート PC 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y02 

2.科目名 初年次セミナー （1/3） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 指定されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つの学修をすすめます。 
1．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテ
ーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2．ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で
学んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。具体的には就活に必要な自己 PR のた
めの材料を収集、蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②グループワークの進め方を身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑤E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
 

19.教科書・教材 ワークシート配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・1０点（学習目標①に対応） 
「体験の蓄積」のための記事を２つ、e ポートフォリオに投稿する分を含む。 
課題２：自己 PR 文の作成・・・1０点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出・・・2０点（学習目標③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出・・・１０点（学習目標④に対応） 
課題５：プレゼンテーションに関する評価・・・1 

22.コメント  
23.オフィスアワー 研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、初
年次の科目の履修について説明する。 

 

 

クリティカルシンキング① 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク①】 
グループワークに必要な態度を身につける 

★次回授業関連資料を読んでくる。 

 
クリティカルシンキング② 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク②】 

★WS③ アサインメントシートの作成 



グループワークに必要な態度を身につける 

 
クリティカルシンキング③ 
他者の⽴場にたつ 
視点を広げる 

★WS④を完成させる 
★テーマについて検索してみる 

 
リーディング① テーマへの理解を深める（１） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（新聞記事を読み解く） 

★WS⑤の完成 

 
リーディング② テーマへの理解を深める（２） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（統計資料を読み解く） 

★WS⑥を完成させる。 
★自分の主張する意見について再検討する。 

 
グループでの発表資料の作成 ①  
アイデアの広がりと整理 ★資料収集 

 グループでの発表資料の作成 ② 
リサーチ（調査）に基づいて意見をまとめる 

★資料収集 

 プレゼンテーションに向けた準備① ★資料収集 
 プレゼンテーションに向けた準備② ★発表の練習 
 ゼミ内プレゼン ★WS⑩ 

 
クリティカルシンキング振り返りとまとめ（ライティ
ング） 
「体験の蓄積」ワーク。 

★WS⑪（６０分） 

 

「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も用
いて体験を言語化し、記事として投稿する。 
キャリアに関するプログラム① 
1 年⽣向けキャリア講座（講義） 
自己 PR の作成 
 

 

 

「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も用
いて体験を言語化し、記事として投稿する。 
キャリアに関するプログラム② 
自己 PR の作成 

★自己 PR 修正,e ポートフォリオへ投稿 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーでのグループ活動をふり返り、来学期
の目標を⽴てる。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y03 

2.科目名 初年次セミナー （2/3） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 指定されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つの学修をすすめます。 
1．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテ
ーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2．ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で
学んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。具体的には就活に必要な自己 PR のた
めの材料を収集、蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②グループワークの進め方を身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑤E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
 

19.教科書・教材 ワークシート配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・1０点（学習目標①に対応） 
「体験の蓄積」のための記事を２つ、e ポートフォリオに投稿する分を含む。 
課題２：自己 PR 文の作成・・・1０点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出・・・2０点（学習目標③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出・・・１０点（学習目標④に対応） 
課題５：プレゼンテーションに関する評価・・・1 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、初
年次の科目の履修について説明する。 

 

 

クリティカルシンキング① 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク①】 
グループワークに必要な態度を身につける 

★次回授業関連資料を読んでくる。 

 
クリティカルシンキング② 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク②】 

★WS③ アサインメントシートの作成 



グループワークに必要な態度を身につける 

 
クリティカルシンキング③ 
他者の⽴場にたつ 
視点を広げる 

★WS④を完成させる 
★テーマについて検索してみる 

 
リーディング① テーマへの理解を深める（１） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（新聞記事を読み解く） 

★WS⑤の完成 

 
リーディング② テーマへの理解を深める（２） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（統計資料を読み解く） 

★WS⑥を完成させる。 
★自分の主張する意見について再検討する。 

 
グループでの発表資料の作成 ①  
アイデアの広がりと整理 ★資料収集 

 グループでの発表資料の作成 ② 
リサーチ（調査）に基づいて意見をまとめる 

★資料収集 

 プレゼンテーションに向けた準備① ★資料収集 
 プレゼンテーションに向けた準備② ★発表の練習 
 ゼミ内プレゼン ★WS⑩ 

 
クリティカルシンキング振り返りとまとめ（ライティ
ング） 
「体験の蓄積」ワーク。 

★WS⑪（６０分） 

 

「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も用
いて体験を言語化し、記事として投稿する。 
キャリアに関するプログラム① 
1 年⽣向けキャリア講座（講義） 
自己 PR の作成 
 

 

 

「これまでの歩みふりかえりシート」の記述内容も用
いて体験を言語化し、記事として投稿する。 
キャリアに関するプログラム② 
自己 PR の作成 

★自己 PR 修正,e ポートフォリオへ投稿 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーでのグループ活動をふり返り、来学期
の目標を⽴てる。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y04 

2.科目名 初年次セミナー （3/3） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 指定されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つの学修をすすめます。 
1．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。具体的にはあるテ
ーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
2．ライティングの基礎について学びます。具体的には同時並行で履修する「学習技術」で
学んだことを⽣かして、ライティングの練習を行います。 
3．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。具体的には就活に必要な自己 PR のた
めの材料を収集、蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
②グループワークの進め方を身に着けることができる。 
③ライティングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
④プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑤E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
 

19.教科書・教材 ワークシート配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・1０点（学習目標①に対応） 
課題２：自己 PR 文の作成・・・1０点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出・・・2０点（学習目標③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出・・・１０点（学習目標④に対応） 
課題５：プレゼンテーションに関する評価・・・1０点（学習目標⑤に対応） 
課題６：ライティングワークシートの提出・・・１０ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、初
年次の科目の履修について説明する。 

 

 

クリティカルシンキング① 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク①】 
グループワークに必要な態度を身につける 

★次回授業関連資料を読んでくる。 

 
クリティカルシンキング② 
アクティブラーニングを実践しよう【意見交換のワー
ク②】 

★WS③ アサインメントシートの作成 



グループワークに必要な態度を身につける 

 
クリティカルシンキング③ 
他者の⽴場にたつ 
視点を広げる 

★WS④を完成させる 
★テーマについて検索してみる 

 
リーディング① テーマへの理解を深める（１） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（新聞記事を読み解く） 

★WS⑤の完成 

 
リーディング② テーマへの理解を深める（２） 
テーマ理解を深めるための資料のリーディングと要約
（統計資料を読み解く） 

★WS⑥を完成させる。 
★自分の主張する意見について再検討する。 

 
グループでの発表資料の作成 ①  
アイデアの広がりと整理 ★資料収集 

 グループでの発表資料の作成 ② 
リサーチ（調査）に基づいて意見をまとめる 

★資料収集 

 プレゼンテーションに向けた準備① ★資料収集 
 プレゼンテーションに向けた準備② ★発表の練習 
 ゼミ内プレゼン ★WS⑩ 

 クリティカルシンキング振り返りとまとめ（ライティ
ング） 

★WS⑪（６０分） 

 
キャリアに関するプログラム① 
1 年⽣向けキャリア講座（講義） 
自己 PR の作成 

 

 キャリアに関するプログラム② 
自己 PR の作成 

★自己 PR 修正,e ポートフォリオへ投稿 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーでのグループ活動をふり返り、来学期
の目標を⽴てる。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y05 

2.科目名 初年次セミナー （1/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、春学期の「初年次セミナー」「学習技術」をふまえ、2 年⽣以降の専門的な科
目を積極的に学修するために必要なレポート作成のスキルを身につけることが目的です。具
体的には、「説明文型のレポート」と「考察型のレポート」の書き方を学びます。 
また、大学の特徴や課題を発見するためのグループワークをおこない、他者と協働する姿勢
と自分の意見を展開するための力を身につけます。 
さらに、秋学期の学修の振り返りながら、将来に向けた「アクションプラン」をたてるワー
クをおこない、キャリアへの関心を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み⽴てることができる。 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成することができる。 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析することができる。 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開することができる。 
⑤本格的な説明型レポートと考察型レポートを書けるようになる。 
⑥他者との意見交換や共同での意見発表ができる。 

19.教科書・教材 授業進行に沿ってワークシート、資料などを配布していきます。 
20.参考文献 適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

１．フィールドワークのワークシート、発表（20 点） 
２．説明文型レポートのワークシート（30 点） 
３．考察文型レポートのワークシート（30 点） 
４．キャリア教育のワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
５．ふりかえりのワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点）  
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、春
学期の初年次セミナーで学んだことをふりかえる。 

予習：初年次セミナーで作成した課題の読み
直し 

第 2 回 

大学を知るためのフィールドワーク① 
学内の改善場所をみつけることを目的としたフィール
ドワークの準備をおこなう 
 

持参物：ノート PC 
宿題：フィールドワーク（観察）記録をまと
める 

第 3 回 
大学を知るためのフィールドワーク② 
フィールドワークの結果をまとめ、プレゼンテーショ

持参物：ノート PC 
宿題：プレゼン資料の作成 



ン用の資料を作成する。 

第 4 回 大学を知るためのフィールドワーク３ 
フィールドワークの結果をグループ単位で発表する。 

持参物：ノート PC 
宿題：ふりかえりワークシートの作成 

第 5 回 
説明文型のレポート① 
ソーシャルビジネスの定義を文献引用で説明する 

持参物：ノート PC 
宿題：「用語定義」まで執筆 

第 6 回 
説明文型のレポート② 
ソーシャルビジネスの具体例を探す 

持参物：ノート PC 
宿題：具体例の検索 

第 7 回 
説明文型のレポート③ 
具体例の記述→レポート完成 

持参物：ノート PC 
宿題：「具体例」まで執筆 

第 8 回 キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり① 

持参物：ノート PC 
宿題：e ポートフォリオの確認 

第 9 回 
説明文型のレポート④ 
事例の発表 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの加筆・修正 

第 10 回 
考察文型のレポート① 
分析型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：ワークシートの記入 

第 11 回 
考察型のレポート② 
提案型 ワークシート→グループワーク 宿題：レポートの執筆 

第 12 回 考察文型のレポート③ 
反論型・代案型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの執筆 

第 13 回 キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり② 

宿題：e ポートフォリオの確認 

第 14 回 
キャリア教育 
将来を見据えた「アクションプラン」を考えよう 

宿題：ワークシートの記入 

第 15 回 
ふりかえり 
基礎演習のふりかえりと、今後（冬学期）について  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y06 

2.科目名 初年次セミナー （2/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習は、春学期の「初年次セミナー」「学習技術」をふまえ、2 年⽣以降の専門的な科
目を積極的に学修するために必要なレポート作成のスキルを身につけることが目的です。具
体的には、「説明文型のレポート」と「考察型のレポート」の書き方を学びます。 
また、大学の特徴や課題を発見するためのグループワークをおこない、他者と協働する姿勢
と自分の意見を展開するための力を身につけます。 
さらに、秋学期の学修の振り返りながら、将来に向けた「アクションプラン」をたてるワー
クをおこない、キャリアへの関心を高めます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①他者に理解してもらえる分かりやすい説明を組み⽴てることができる。 
②適切な資料を検索し、読解し、要約を作成することができる。 
③社会問題や社会現象の背景にまでふみこんだ分析することができる。 
④他者の資料や意見をふまえた上で自分の意見を展開することができる。 
⑤本格的な説明型レポートと考察型レポートを書けるようになる。 
⑥他者との意見交換や共同での意見発表ができる。 

19.教科書・教材 授業進行に沿ってワークシート、資料などを配布していきます。 
20.参考文献 適宜授業内で紹介します。 

21.成績評価 

１．フィールドワークのワークシート、発表（20 点） 
２．説明文型レポートのワークシート（30 点） 
３．考察文型レポートのワークシート（30 点） 
４．キャリア教育のワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
５．ふりかえりのワークシートおよび e ポートフォリオへの記事投稿（10 点）  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 金曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、春
学期の初年次セミナーで学んだことをふりかえる。 

予習：初年次セミナーで作成した課題の読み
直し 

第 2 回 

大学を知るためのフィールドワーク① 
学内の改善場所をみつけることを目的としたフィール
ドワークの準備をおこなう 
 

持参物：ノート PC 
宿題：フィールドワーク（観察）記録をまと
める 

第 3 回 
大学を知るためのフィールドワーク② 
フィールドワークの結果をまとめ、プレゼンテーショ
ン用の資料を作成する。 

持参物：ノート PC 
宿題：プレゼン資料の作成 

第 4 回 大学を知るためのフィールドワーク３ 持参物：ノート PC 



フィールドワークの結果をグループ単位で発表する。 宿題：ふりかえりワークシートの作成 

第 5 回 説明文型のレポート① 
ソーシャルビジネスの定義を文献引用で説明する 

持参物：ノート PC 
宿題：「用語定義」まで執筆 

第 6 回 
説明文型のレポート② 
ソーシャルビジネスの具体例を探す 

持参物：ノート PC 
宿題：具体例の検索 

第 7 回 
説明文型のレポート③ 
具体例の記述→レポート完成 

持参物：ノート PC 
宿題：「具体例」まで執筆 

第 8 回 
キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり① 

持参物：ノート PC 
宿題：e ポートフォリオの確認 

第 9 回 説明文型のレポート④ 
事例の発表 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの加筆・修正 

第 10 回 
考察文型のレポート① 
分析型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：ワークシートの記入 

第 11 回 
考察型のレポート② 
提案型 ワークシート→グループワーク 

宿題：レポートの執筆 

第 12 回 
考察文型のレポート③ 
反論型・代案型 ワークシート→グループワーク 

持参物：ノート PC 
宿題：レポートの執筆 

第 13 回 キャリア教育 
秋学期の学修のふりかえり② 

宿題：e ポートフォリオの確認 

第 14 回 キャリア教育 
将来を見据えた「アクションプラン」を考えよう 

宿題：ワークシートの記入 

第 15 回 
ふりかえり 
基礎演習のふりかえりと、今後（冬学期）について 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y07 

2.科目名 初年次セミナー （3/4） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下について学修をすすめます。 
１．大学の学修に必要な自律的で主体的な態度を身につける。 
２．大学の学修に必要なグループワークの基礎を学ぶ。 
３．論理的に考えるために必要な情報収集の基礎を学ぶ。 
４．グループディスカッションと成果のプレゼンをつうじて、クリティカルシンキングの基
礎を学ぶ。 
５．クリティカルシンキングをつうじて、社会問題について理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、コミュニケーションスキルの
学修に関連しています。 
１．毎回の課題を決められた期日までに実行することができる。（自律性） 
２．グループワークをつうじて自分の意見を述べうことができる。（コミュニケーション・
スキル） 
３．論理的思考のための情報収集のスキルを身につけることができる。（コミュニケーショ
ン・スキル） 
４．プレゼンテーションの基礎的なスキルを身につけることができる。（コミュニケーショ
ン・スキル） 
５．社会の中で問題になっていることを理解することができる。（問題発見・解決力） 

19.教科書・教材 ・菅野仁 2008『友だち幻想』ちくまプリマー新書（「ウォーミングアップ学習」と共通） 
20.参考文献 ・適宜資料等を配布します 

21.成績評価 

１．ペアワーク、グループワークのワークシート（20 点） 
２．クリティカルシンキングのワークシート（30 点） 
３．クリティカルシンキングのプレゼンテーション内容（10 点） 
４．ブックレビュー・リーディングポイントのワークシート（20 点） 
５．キャリア教育に関する e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
６．KUIS ドリル（ベーシック）（10 点） 
 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。やむをえず遅刻・欠席する場合は必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 学修支援室：水曜昼休み 
研究室：金曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導、発信型プログラムの発表 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

アサインメント：第 2 回ワークシート 

第 2 回 
グループワークの練習①（ペアワーク、他者紹介） 
概要：2 人 1 組ペアになり、メモをとりながら相手の
話を聞き、相手のことを紹介してもらう。 

アサインメント：第 2 回のふりかえりワー
クシート 



第 3 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）①テーマの決定 
概要：大学の先輩たちへのインタビューをするための
テーマと準備をおこなう 

アサインメント：インタビューの実施 

第 4 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）②情報を分類する 
概要：インタビューで得られた情報を整理し、テーマ
にもとづいた議論をおこなう。 

アサインメント：発表の準備 

第 5 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）③発表 
概要：インタビューの結果および議論の結果をグルー
プ単位で発表する 

アサインメント：第 5 回のふりかえりワー
クシート 

第 6 回 
メディアライブラリー利用案内／情報検索（新聞記
事）学習 
概要：情報検索実習、本を 1 冊かりる。 

アサインメント：メディアライブラリーで借
りた本を読んでくる 

第 7 回 
ブックレヴュー／正しい文献引用の方法 
概要：本の紹介と引用の方法について学ぶ 

アサインメント：リーディングポイント２・
３ 

第 8 回 
クリティカルシンキング①（『友だち幻想』リーディ
ングポイント） 
概要：『友だち幻想』から社会問題を考える 

アサインメント：リーディングポイント２・
３の再提出 

第 9 回 

クリティカルシンキング②（意見の根拠を探る／情報
検索） 
概要：クリティカルシンキングのテーマに関する情報
検索 

アサインメント：情報検索ワークシートの作
成 

第１０回 

クリティカルシンキング③（グループワーク・全員の
意見を聞く） 
概要：自分の意見を述べると同時に、異なる⽴場の意
見を確認する。 

アサインメント：リーディングポイント１・
４ 

第１１回 

１．クリティカルシンキング④（グループワーク・批
判的に検討する） 
概要：自分の意見を述べると同時に、異なる⽴場の意
見を確認する。 
２．キャリア教育（e ポートフォリオへの記事投稿
①） 
概要：「大学を知るためのインタビュー」の体験を e
ポートフォリオに投稿する 
 

アサインメント：リーディングポイント１・
４の再提出／e ポートフォリオへの記事投稿 

第１２回 

１．クリティカルシンキング⑤（グループワーク・意
見をまとめる） 
概要：グループの主張、最終意見をまとめ、プレゼン
資料を作成する。 
２．キャリア教育（e ポートフォリオへの記事投稿
②） 
概要：「これまでの歩みふりかえりシート」を e ポー
トフォリオに投稿する 
 

アサインメント：発表の準備／e ポートフォ
リオへの記事投稿 

第１３回 クリティカルシンキング⑥（グループワーク・発表の アサインメント：発表の準備 



準備） 
概要：発表に向けての準備をおこなう 

第１４回 
プレゼンテーション（クリティカルシンキングのまと
め） 
概要：グループごとに発表をおこなう 

アサインメント：第 14 回ふりかえりワーク
シートの作成 

第１５回 
ふりかえり 
概要：初年次セミナーのふりかえりと、今後（夏学
期）についての説明。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y08 

2.科目名 初年次セミナー （2/2） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下について学修をすすめます。 
１．大学の学修に必要な自律的で主体的な態度を身につける。 
２．大学の学修に必要なグループワークの基礎を学ぶ。 
３．論理的に考えるために必要な情報収集の基礎を学ぶ。 
４．グループディスカッションと成果のプレゼンをつうじて、クリティカルシンキングの基
礎を学ぶ。 
５．クリティカルシンキングをつうじて、社会問題について理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、コミュニケーションスキルの
学修に関連しています。 
１．毎回の課題を決められた期日までに実行することができる。（自律性） 
２．グループワークをつうじて自分の意見を述べうことができる。（コミュニケーション・
スキル） 
３．論理的思考のための情報収集のスキルを身につけることができる。（コミュニケーショ
ン・スキル） 
４．プレゼンテーションの基礎的なスキルを身につけることができる。（コミュニケーショ
ン・スキル） 
５．社会の中で問題になっていることを理解することができる。（問題発見・解決力） 

19.教科書・教材 ・菅野仁 2008『友だち幻想』ちくまプリマー新書（「ウォーミングアップ学習」と共通） 
20.参考文献 ・適宜資料等を配布します 

21.成績評価 

１．ペアワーク、グループワークのワークシート（20 点） 
２．クリティカルシンキングのワークシート（30 点） 
３．クリティカルシンキングのプレゼンテーション内容（10 点） 
４．ブックレビュー・リーディングポイントのワークシート（20 点） 
５．キャリア教育に関する e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
６．KUIS ドリル（ベーシック）（10 点） 
 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。やむをえず遅刻・欠席する場合は必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー ⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導、発信型プログラムの発表 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

アサインメント：第 2 回ワークシート 

第 2 回 
グループワークの練習①（ペアワーク、他者紹介） 
概要：2 人 1 組ペアになり、メモをとりながら相手の
話を聞き、相手のことを紹介してもらう。 

アサインメント：第 2 回のふりかえりワー
クシート 



第 3 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）①テーマの決定 
概要：大学の先輩たちへのインタビューをするための
テーマと準備をおこなう 

アサインメント：インタビューの実施 

第 4 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）②情報を分類する 
概要：インタビューで得られた情報を整理し、テーマ
にもとづいた議論をおこなう。 

アサインメント：発表の準備 

第 5 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）③発表 
概要：インタビューの結果および議論の結果をグルー
プ単位で発表する 

アサインメント：第 5 回のふりかえりワー
クシート 

第 6 回 
メディアライブラリー利用案内／情報検索（新聞記
事）学習 
概要：情報検索実習、本を 1 冊かりる。 

アサインメント：メディアライブラリーで借
りた本を読んでくる 

第 7 回 
ブックレヴュー／正しい文献引用の方法 
概要：本の紹介と引用の方法について学ぶ 

アサインメント：リーディングポイント２・
３ 

第 8 回 
クリティカルシンキング①（『友だち幻想』リーディ
ングポイント） 
概要：『友だち幻想』から社会問題を考える 

アサインメント：リーディングポイント２・
３の再提出 

第 9 回 

クリティカルシンキング②（意見の根拠を探る／情報
検索） 
概要：クリティカルシンキングのテーマに関する情報
検索 

アサインメント：情報検索ワークシートの作
成 

第１０回 

クリティカルシンキング③（グループワーク・全員の
意見を聞く） 
概要：自分の意見を述べると同時に、異なる⽴場の意
見を確認する。 

アサインメント：リーディングポイント１・
４ 

第１１回 

１．クリティカルシンキング④（グループワーク・批
判的に検討する） 
概要：自分の意見を述べると同時に、異なる⽴場の意
見を確認する。 
２．キャリア教育（e ポートフォリオへの記事投稿
①） 
概要：「大学を知るためのインタビュー」の体験を e
ポートフォリオに投稿する 
 

アサインメント：リーディングポイント１・
４の再提出／e ポートフォリオへの記事投稿 

第１２回 

１．クリティカルシンキング⑤（グループワーク・意
見をまとめる） 
概要：グループの主張、最終意見をまとめ、プレゼン
資料を作成する。 
２．キャリア教育（e ポートフォリオへの記事投稿
②） 
概要：「これまでの歩みふりかえりシート」を e ポー
トフォリオに投稿する 
 

アサインメント：発表の準備／e ポートフォ
リオへの記事投稿 

第１３回 クリティカルシンキング⑥（グループワーク・発表の アサインメント：発表の準備 



準備） 
概要：発表に向けての準備をおこなう 

第１４回 
プレゼンテーション（クリティカルシンキングのまと
め） 
概要：グループごとに発表をおこなう 

アサインメント：第 14 回ふりかえりワーク
シートの作成 

第１５回 
ふりかえり 
概要：初年次セミナーのふりかえりと、今後（夏学
期）についての説明。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y09 

2.科目名 初年次セミナー （留） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 疋田浩一、杉本泰子 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下について学修をすすめます。 
１．大学の学修に必要な自律的で主体的な態度を身につける。 
２．大学の学修に必要なグループワークの基礎を学ぶ。 
３．論理的に考えるために必要な情報収集の基礎を学ぶ。 
４．グループディスカッションと成果のプレゼンをつうじて、クリティカルシンキングの基
礎を学ぶ。 
５．クリティカルシンキングをつうじて、社会問題について理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、コミュニケーションスキルの
学修に関連しています。 
１．毎回の課題を決められた期日までに実行することができる。（自律性） 
２．グループワークをつうじて自分の意見を述べうことができる。（コミュニケーション・
スキル） 
３．論理的思考のための情報収集のスキルを身につけることができる。（コミュニケーショ
ン・スキル） 
４．プレゼンテーションの基礎的なスキルを身につけることができる。（コミュニケーショ
ン・スキル） 
５．社会の中で問題になっていることを理解することができる。（問題発見・解決力） 

19.教科書・教材 ・菅野仁 2008『友だち幻想』ちくまプリマー新書（「ウォーミングアップ学習」と共通） 
20.参考文献 ・適宜資料等を配布します 

21.成績評価 

１．ペアワーク、グループワークのワークシート（20 点） 
２．クリティカルシンキングのワークシート（30 点） 
３．クリティカルシンキングのプレゼンテーション内容（10 点） 
４．ブックレビュー・リーディングポイントのワークシート（20 点） 
５．キャリア教育に関する e ポートフォリオへの記事投稿（10 点） 
６．KUIS ドリル（ベーシック）（10 点） 
 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。やむをえず遅刻・欠席する場合は必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 水曜昼休み（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導、発信型プログラムの発表 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

アサインメント：第 2 回ワークシート 

第 2 回 
グループワークの練習①（ペアワーク、他者紹介） 
概要：2 人 1 組ペアになり、メモをとりながら相手の
話を聞き、相手のことを紹介してもらう。 

アサインメント：第 2 回のふりかえりワー
クシート 



第 3 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）①テーマの決定 
概要：大学の先輩たちへのインタビューをするための
テーマと準備をおこなう 

アサインメント：インタビューの実施 

第 4 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）②情報を分類する 
概要：インタビューで得られた情報を整理し、テーマ
にもとづいた議論をおこなう。 

アサインメント：発表の準備 

第 5 回 

グループワークの基礎（大学を知るためのインタビュ
ー）③発表 
概要：インタビューの結果および議論の結果をグルー
プ単位で発表する 

アサインメント：第 5 回のふりかえりワー
クシート 

第 6 回 
メディアライブラリー利用案内／情報検索（新聞記
事）学習 
概要：情報検索実習、本を 1 冊かりる。 

アサインメント：メディアライブラリーで借
りた本を読んでくる 

第 7 回 
ブックレヴュー／正しい文献引用の方法 
概要：本の紹介と引用の方法について学ぶ 

アサインメント：リーディングポイント２・
３ 

第 8 回 
クリティカルシンキング①（『友だち幻想』リーディ
ングポイント） 
概要：『友だち幻想』から社会問題を考える 

アサインメント：リーディングポイント２・
３の再提出 

第 9 回 

クリティカルシンキング②（意見の根拠を探る／情報
検索） 
概要：クリティカルシンキングのテーマに関する情報
検索 

アサインメント：情報検索ワークシートの作
成 

第１０回 

クリティカルシンキング③（グループワーク・全員の
意見を聞く） 
概要：自分の意見を述べると同時に、異なる⽴場の意
見を確認する。 

アサインメント：リーディングポイント１・
４ 

第１１回 

１．クリティカルシンキング④（グループワーク・批
判的に検討する） 
概要：自分の意見を述べると同時に、異なる⽴場の意
見を確認する。 
２．キャリア教育（e ポートフォリオへの記事投稿
①） 
概要：「大学を知るためのインタビュー」の体験を e
ポートフォリオに投稿する 
 

アサインメント：リーディングポイント１・
４の再提出／e ポートフォリオへの記事投稿 

第１２回 

１．クリティカルシンキング⑤（グループワーク・意
見をまとめる） 
概要：グループの主張、最終意見をまとめ、プレゼン
資料を作成する。 
２．キャリア教育（e ポートフォリオへの記事投稿
②） 
概要：「これまでの歩みふりかえりシート」を e ポー
トフォリオに投稿する 
 

アサインメント：発表の準備／e ポートフォ
リオへの記事投稿 

第１３回 クリティカルシンキング⑥（グループワーク・発表の アサインメント：発表の準備 



準備） 
概要：発表に向けての準備をおこなう 

第１４回 
プレゼンテーション（クリティカルシンキングのまと
め） 
概要：グループごとに発表をおこなう 

アサインメント：第 14 回ふりかえりワーク
シートの作成 

第１５回 
ふりかえり 
概要：初年次セミナーのふりかえりと、今後（夏学
期）についての説明。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y10 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つのこと学修をすすめます。 
１．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。 
 具体的には就活に必要な自己 PR のための材料を収集、  
 蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。 
 具体的にはあるテーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
３．ライティングの基礎について学びます。 
 具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練
習を行いま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。DP（ディプロマポリシー）のう
ち，自律性，コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単なキャリアプランを書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤情報を検察し活用する基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑦リーディングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑧KUIS ドリルで出題される基本的問題に正答できる。 

19.教科書・教材 

・第 1 回授業時に資料・ワークシートを配付 
・伊藤真『〈自分らしさ〉って何だろう？ ─自分と向き合う心理学 』ちくまプリマ―新
書、2015 年 
 （「ウォーミングアップ学習」参加者は入手済み） 
・学習技術テキスト 

20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標①に対応） 
課題２：キャリア関連ワークシートの提出・・・5 点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出(No.7-9:3 枚)・・・12 点（学習目標
③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出(No.1-4,10,11:6 枚）・・・18 点（学習目標
④に対応） 
課題５：プレゼンテーション資料・感想ワークシート・レポ 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。 
やむをえず遅刻・欠席する際には、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜 4 限 



センターオフィスアワー:水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

持参物：履修要項 

第 2 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワー
ク?】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.1 

第 3 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
②】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.2 

第 4 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
③】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.3 

第 5 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
④】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。  
クリティカルシンキング③ 
主張の質を高める〜相互的な目標のために協力する〜 
テーマについて、グループの意見をまとめる。 

提出物：ふり返りシート No.4 

第 6 回 

朝日新聞デジタル説明会 
必要な情報の収集・処理・活用について学ぶ。    
プレゼンテーション 
各グループでのスライド作成とゼミ内プレゼン 

持参物：ノートパソコン 
提出物：ワークシート 
教室外学習：朝日新聞デジタルからの情報検
索（3 つ以上） 

第 7 回 
要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.5 

第 8 回 要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.6 

第 9 回 

クリティカルシンキング① 
テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
テーマを選択し、テーマに対する自分の意見を伝え
る。 

提出物：ワークシート No.7 
教室外学習：アサインメントシート No.8(60
分) 
教室外学習：情報検索⇒検索情報（印刷して
持参）（3 つ以上）(60 分) 

第 10 回 
キャリア教育 
教員が語るキャリア 

提出物：キャリアワークシート（後日回収） 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 11 回 キャリア教育② 
これまでの振り返りと記事投稿 

提出物：キャリア関係ワークシート 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 12 回 

クリティカルシンキング② 
主張を深める〜他者の⽴場にたつ〜 
テーマについての情報収集をもとに、さまざまな⽴場
からの視点で意見を述べる。 

提出物：情報検索（印刷資料複数） 
提出物：振り返りシート No.11 
教室外学習：発表用資料（ＰＰＴ等）をまと
める(60 分) 



教室外学習：発表用資料（読み原稿）をまと
める(60 分) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
ゼミ内プレゼンと最優秀グループの選抜 
ゼミ内最優秀グループを決める 

持参物：発表に必要なノートパソコン等 
提出物：プレゼン感想シート No.12 
教室外学習：質疑応答の練習(30 分) 

第 14 回 
合同ゼミによるプレゼンと最優秀グループの決定 
学科のプレゼン最優秀グループを決める。 

持参物：ノートパソコン 
提出物：プレゼン感想シート(当日配布） 
提出物：すべてのシート類を提出 
教室外学習：質問シート (30 分) 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーふりかえり初年次セミナーでのグルー
プ活動をふり返り、来学期の目標を⽴てる。 

教室外学習：ｅポートフォリオ作成・KUIS
ドリル・続ける力ワークシート・朝日新聞時
事ワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y11 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つのこと学修をすすめます。 
１．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。 
 具体的には就活に必要な自己 PR のための材料を収集、  
 蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。 
 具体的にはあるテーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
３．ライティングの基礎について学びます。 
 具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練
習を行いま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。DP（ディプロマポリシー）のう
ち，自律性，コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単なキャリアプランを書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤情報を検察し活用する基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑦リーディングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑧KUIS ドリルで出題される基本的問題に正答できる。 

19.教科書・教材 

・第 1 回授業時に資料・ワークシートを配付 
・伊藤真『〈自分らしさ〉って何だろう？ ─自分と向き合う心理学 』ちくまプリマ―新
書、2015 年 
 （「ウォーミングアップ学習」参加者は入手済み） 
・学習技術テキスト 

20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標①に対応） 
課題２：キャリア関連ワークシートの提出・・・5 点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出(No.7-9:3 枚)・・・12 点（学習目標
③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出(No.1-4,10,11:6 枚）・・・18 点（学習目標
④に対応） 
課題５：プレゼンテーション資料・感想ワークシート・レポ 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。 
やむをえず遅刻・欠席する際には、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：曜 限 



センターオフィスアワー:曜限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

持参物：履修要項 

第 2 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワー
ク?】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.1 

第 3 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
②】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.2 

第 4 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
③】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.3 

第 5 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
④】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。  
クリティカルシンキング③ 
主張の質を高める〜相互的な目標のために協力する〜 
テーマについて、グループの意見をまとめる。 

提出物：ふり返りシート No.4 

第 6 回 

朝日新聞デジタル説明会 
必要な情報の収集・処理・活用について学ぶ。    
プレゼンテーション 
各グループでのスライド作成とゼミ内プレゼン 

持参物：ノートパソコン 
提出物：ワークシート 
教室外学習：朝日新聞デジタルからの情報検
索（3 つ以上） 

第 7 回 
要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.5 

第 8 回 要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.6 

第 9 回 

クリティカルシンキング① 
テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
テーマを選択し、テーマに対する自分の意見を伝え
る。 

提出物：ワークシート No.7 
教室外学習：アサインメントシート No.8(60
分) 
教室外学習：情報検索⇒検索情報（印刷して
持参）（3 つ以上）(60 分) 

第 10 回 
キャリア教育 
教員が語るキャリア 

提出物：キャリアワークシート（後日回収） 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 11 回 キャリア教育② 
これまでの振り返りと記事投稿 

提出物：キャリア関係ワークシート 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 12 回 

クリティカルシンキング② 
主張を深める〜他者の⽴場にたつ〜 
テーマについての情報収集をもとに、さまざまな⽴場
からの視点で意見を述べる。 

提出物：情報検索（印刷資料複数） 
提出物：振り返りシート No.11 
教室外学習：発表用資料（ＰＰＴ等）をまと
める(60 分) 



教室外学習：発表用資料（読み原稿）をまと
める(60 分) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
ゼミ内プレゼンと最優秀グループの選抜 
ゼミ内最優秀グループを決める 

持参物：発表に必要なノートパソコン等 
提出物：プレゼン感想シート No.12 
教室外学習：質疑応答の練習(30 分) 

第 14 回 
合同ゼミによるプレゼンと最優秀グループの決定 
学科のプレゼン最優秀グループを決める。 

持参物：ノートパソコン 
提出物：プレゼン感想シート(当日配布） 
提出物：すべてのシート類を提出 
教室外学習：質問シート (30 分) 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーふりかえり初年次セミナーでのグルー
プ活動をふり返り、来学期の目標を⽴てる。 

教室外学習：ｅポートフォリオ作成・KUIS
ドリル・続ける力ワークシート・朝日新聞時
事ワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y12 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つのこと学修をすすめます。 
１．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。 
 具体的には就活に必要な自己 PR のための材料を収集、  
 蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。 
 具体的にはあるテーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
３．ライティングの基礎について学びます。 
 具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練
習を行いま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。DP（ディプロマポリシー）のう
ち，自律性，コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単なキャリアプランを書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤情報を検察し活用する基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑦リーディングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑧KUIS ドリルで出題される基本的問題に正答できる。 

19.教科書・教材 

・第 1 回授業時に資料・ワークシートを配付 
・伊藤真『〈自分らしさ〉って何だろう？ ─自分と向き合う心理学 』ちくまプリマ―新
書、2015 年 
 （「ウォーミングアップ学習」参加者は入手済み） 
・学習技術テキスト 

20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標①に対応） 
課題２：キャリア関連ワークシートの提出・・・5 点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出(No.7-9:3 枚)・・・12 点（学習目標
③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出(No.1-4,10,11:6 枚）・・・18 点（学習目標
④に対応） 
課題５：プレゼンテーション資料・感想ワークシート・レポ 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。 
やむをえず遅刻・欠席する際には、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：曜 限 



センターオフィスアワー:曜限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

持参物：履修要項 

第 2 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワー
ク?】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.1 

第 3 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
②】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.2 

第 4 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
③】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.3 

第 5 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
④】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。  
クリティカルシンキング③ 
主張の質を高める〜相互的な目標のために協力する〜 
テーマについて、グループの意見をまとめる。 

提出物：ふり返りシート No.4 

第 6 回 

朝日新聞デジタル説明会 
必要な情報の収集・処理・活用について学ぶ。    
プレゼンテーション 
各グループでのスライド作成とゼミ内プレゼン 

持参物：ノートパソコン 
提出物：ワークシート 
教室外学習：朝日新聞デジタルからの情報検
索（3 つ以上） 

第 7 回 
要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.5 

第 8 回 要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.6 

第 9 回 

クリティカルシンキング① 
テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
テーマを選択し、テーマに対する自分の意見を伝え
る。 

提出物：ワークシート No.7 
教室外学習：アサインメントシート No.8(60
分) 
教室外学習：情報検索⇒検索情報（印刷して
持参）（3 つ以上）(60 分) 

第 10 回 
キャリア教育 
教員が語るキャリア 

提出物：キャリアワークシート（後日回収） 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 11 回 キャリア教育② 
これまでの振り返りと記事投稿 

提出物：キャリア関係ワークシート 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 12 回 

クリティカルシンキング② 
主張を深める〜他者の⽴場にたつ〜 
テーマについての情報収集をもとに、さまざまな⽴場
からの視点で意見を述べる。 

提出物：情報検索（印刷資料複数） 
提出物：振り返りシート No.11 
教室外学習：発表用資料（ＰＰＴ等）をまと
める(60 分) 



教室外学習：発表用資料（読み原稿）をまと
める(60 分) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
ゼミ内プレゼンと最優秀グループの選抜 
ゼミ内最優秀グループを決める 

持参物：発表に必要なノートパソコン等 
提出物：プレゼン感想シート No.12 
教室外学習：質疑応答の練習(30 分) 

第 14 回 
合同ゼミによるプレゼンと最優秀グループの決定 
学科のプレゼン最優秀グループを決める。 

持参物：ノートパソコン 
提出物：プレゼン感想シート(当日配布） 
提出物：すべてのシート類を提出 
教室外学習：質問シート (30 分) 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーふりかえり初年次セミナーでのグルー
プ活動をふり返り、来学期の目標を⽴てる。 

教室外学習：ｅポートフォリオ作成・KUIS
ドリル・続ける力ワークシート・朝日新聞時
事ワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y13 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つのこと学修をすすめます。 
１．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。 
 具体的には就活に必要な自己 PR のための材料を収集、  
 蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。 
 具体的にはあるテーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
３．ライティングの基礎について学びます。 
 具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練
習を行いま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。DP（ディプロマポリシー）のう
ち，自律性，コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単なキャリアプランを書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤情報を検察し活用する基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑦リーディングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑧KUIS ドリルで出題される基本的問題に正答できる。 

19.教科書・教材 

・第 1 回授業時に資料・ワークシートを配付 
・伊藤真『〈自分らしさ〉って何だろう？ ─自分と向き合う心理学 』ちくまプリマ―新
書、2015 年 
 （「ウォーミングアップ学習」参加者は入手済み） 
・学習技術テキスト 

20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標①に対応） 
課題２：キャリア関連ワークシートの提出・・・5 点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出(No.7-9:3 枚)・・・12 点（学習目標
③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出(No.1-4,10,11:6 枚）・・・18 点（学習目標
④に対応） 
課題５：プレゼンテーション資料・感想ワークシート・レポ 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。 
やむをえず遅刻・欠席する際には、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：曜 限 



センターオフィスアワー:曜限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

持参物：履修要項 

第 2 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワー
ク?】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.1 

第 3 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
②】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.2 

第 4 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
③】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.3 

第 5 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
④】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。  
クリティカルシンキング③ 
主張の質を高める〜相互的な目標のために協力する〜 
テーマについて、グループの意見をまとめる。 

提出物：ふり返りシート No.4 

第 6 回 

朝日新聞デジタル説明会 
必要な情報の収集・処理・活用について学ぶ。    
プレゼンテーション 
各グループでのスライド作成とゼミ内プレゼン 

持参物：ノートパソコン 
提出物：ワークシート 
教室外学習：朝日新聞デジタルからの情報検
索（3 つ以上） 

第 7 回 
要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.5 

第 8 回 要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.6 

第 9 回 

クリティカルシンキング① 
テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
テーマを選択し、テーマに対する自分の意見を伝え
る。 

提出物：ワークシート No.7 
教室外学習：アサインメントシート No.8(60
分) 
教室外学習：情報検索⇒検索情報（印刷して
持参）（3 つ以上）(60 分) 

第 10 回 
キャリア教育 
教員が語るキャリア 

提出物：キャリアワークシート（後日回収） 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 11 回 キャリア教育② 
これまでの振り返りと記事投稿 

提出物：キャリア関係ワークシート 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 12 回 

クリティカルシンキング② 
主張を深める〜他者の⽴場にたつ〜 
テーマについての情報収集をもとに、さまざまな⽴場
からの視点で意見を述べる。 

提出物：情報検索（印刷資料複数） 
提出物：振り返りシート No.11 
教室外学習：発表用資料（ＰＰＴ等）をまと
める(60 分) 



教室外学習：発表用資料（読み原稿）をまと
める(60 分) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
ゼミ内プレゼンと最優秀グループの選抜 
ゼミ内最優秀グループを決める 

持参物：発表に必要なノートパソコン等 
提出物：プレゼン感想シート No.12 
教室外学習：質疑応答の練習(30 分) 

第 14 回 
合同ゼミによるプレゼンと最優秀グループの決定 
学科のプレゼン最優秀グループを決める。 

持参物：ノートパソコン 
提出物：プレゼン感想シート(当日配布） 
提出物：すべてのシート類を提出 
教室外学習：質問シート (30 分) 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーふりかえり初年次セミナーでのグルー
プ活動をふり返り、来学期の目標を⽴てる。 

教室外学習：ｅポートフォリオ作成・KUIS
ドリル・続ける力ワークシート・朝日新聞時
事ワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y14 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本喜晴 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つのこと学修をすすめます。 
１．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。 
 具体的には就活に必要な自己 PR のための材料を収集、  
 蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。 
 具体的にはあるテーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
３．ライティングの基礎について学びます。 
 具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練
習を行いま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。DP（ディプロマポリシー）のう
ち，自律性，コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単なキャリアプランを書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤情報を検察し活用する基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑦リーディングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑧KUIS ドリルで出題される基本的問題に正答できる。 

19.教科書・教材 

・第 1 回授業時に資料・ワークシートを配付 
・伊藤真『〈自分らしさ〉って何だろう？ ─自分と向き合う心理学 』ちくまプリマ―新
書、2015 年 
 （「ウォーミングアップ学習」参加者は入手済み） 
・学習技術テキスト 

20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標①に対応） 
課題２：キャリア関連ワークシートの提出・・・5 点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出(No.7-9:3 枚)・・・12 点（学習目標
③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出(No.1-4,10,11:6 枚）・・・18 点（学習目標
④に対応） 
課題５：プレゼンテーション資料・感想ワークシート・レポ 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。 
やむをえず遅刻・欠席する際には、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜昼休み 



センターオフィスアワー:水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

持参物：履修要項 

第 2 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワー
ク?】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.1 

第 3 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
②】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.2 

第 4 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
③】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.3 

第 5 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
④】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。  
クリティカルシンキング③ 
主張の質を高める〜相互的な目標のために協力する〜 
テーマについて、グループの意見をまとめる。 

提出物：ふり返りシート No.4 

第 6 回 

朝日新聞デジタル説明会 
必要な情報の収集・処理・活用について学ぶ。    
プレゼンテーション 
各グループでのスライド作成とゼミ内プレゼン 

持参物：ノートパソコン 
提出物：ワークシート 
教室外学習：朝日新聞デジタルからの情報検
索（3 つ以上） 

第 7 回 
要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.5 

第 8 回 要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.6 

第 9 回 

クリティカルシンキング① 
テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
テーマを選択し、テーマに対する自分の意見を伝え
る。 

提出物：ワークシート No.7 
教室外学習：アサインメントシート No.8(60
分) 
教室外学習：情報検索⇒検索情報（印刷して
持参）（3 つ以上）(60 分) 

第 10 回 
キャリア教育 
教員が語るキャリア 

提出物：キャリアワークシート（後日回収） 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 11 回 キャリア教育② 
これまでの振り返りと記事投稿 

提出物：キャリア関係ワークシート 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 12 回 

クリティカルシンキング② 
主張を深める〜他者の⽴場にたつ〜 
テーマについての情報収集をもとに、さまざまな⽴場
からの視点で意見を述べる。 

提出物：情報検索（印刷資料複数） 
提出物：振り返りシート No.11 
教室外学習：発表用資料（ＰＰＴ等）をまと
める(60 分) 



教室外学習：発表用資料（読み原稿）をまと
める(60 分) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
ゼミ内プレゼンと最優秀グループの選抜 
ゼミ内最優秀グループを決める 

持参物：発表に必要なノートパソコン等 
提出物：プレゼン感想シート No.12 
教室外学習：質疑応答の練習(30 分) 

第 14 回 
合同ゼミによるプレゼンと最優秀グループの決定 
学科のプレゼン最優秀グループを決める。 

持参物：ノートパソコン 
提出物：プレゼン感想シート(当日配布） 
提出物：すべてのシート類を提出 
教室外学習：質問シート (30 分) 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーふりかえり初年次セミナーでのグルー
プ活動をふり返り、来学期の目標を⽴てる。 

教室外学習：ｅポートフォリオ作成・KUIS
ドリル・続ける力ワークシート・朝日新聞時
事ワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y15 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つのこと学修をすすめます。 
１．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。 
 具体的には就活に必要な自己 PR のための材料を収集、  
 蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。 
 具体的にはあるテーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
３．ライティングの基礎について学びます。 
 具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練
習を行いま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。DP（ディプロマポリシー）のう
ち，自律性，コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単なキャリアプランを書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤情報を検察し活用する基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑦リーディングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑧KUIS ドリルで出題される基本的問題に正答できる。 

19.教科書・教材 

・第 1 回授業時に資料・ワークシートを配付 
・伊藤真『〈自分らしさ〉って何だろう？ ─自分と向き合う心理学 』ちくまプリマ―新
書、2015 年 
 （「ウォーミングアップ学習」参加者は入手済み） 
・学習技術テキスト 

20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標①に対応） 
課題２：キャリア関連ワークシートの提出・・・5 点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出(No.7-9:3 枚)・・・12 点（学習目標
③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出(No.1-4,10,11:6 枚）・・・18 点（学習目標
④に対応） 
課題５：プレゼンテーション資料・感想ワークシート・レポ 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。 
やむをえず遅刻・欠席する際には、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 



センターオフィスアワー:水曜 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

持参物：履修要項 

第 2 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワー
ク?】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.1 

第 3 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
②】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.2 

第 4 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
③】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.3 

第 5 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
④】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。  
クリティカルシンキング③ 
主張の質を高める〜相互的な目標のために協力する〜 
テーマについて、グループの意見をまとめる。 

提出物：ふり返りシート No.4 

第 6 回 

朝日新聞デジタル説明会 
必要な情報の収集・処理・活用について学ぶ。    
プレゼンテーション 
各グループでのスライド作成とゼミ内プレゼン 

持参物：ノートパソコン 
提出物：ワークシート 
教室外学習：朝日新聞デジタルからの情報検
索（3 つ以上） 

第 7 回 
要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.5 

第 8 回 要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.6 

第 9 回 

クリティカルシンキング① 
テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
テーマを選択し、テーマに対する自分の意見を伝え
る。 

提出物：ワークシート No.7 
教室外学習：アサインメントシート No.8(60
分) 
教室外学習：情報検索⇒検索情報（印刷して
持参）（3 つ以上）(60 分) 

第 10 回 
キャリア教育 
教員が語るキャリア 

提出物：キャリアワークシート（後日回収） 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 11 回 キャリア教育② 
これまでの振り返りと記事投稿 

提出物：キャリア関係ワークシート 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 12 回 

クリティカルシンキング② 
主張を深める〜他者の⽴場にたつ〜 
テーマについての情報収集をもとに、さまざまな⽴場
からの視点で意見を述べる。 

提出物：情報検索（印刷資料複数） 
提出物：振り返りシート No.11 
教室外学習：発表用資料（ＰＰＴ等）をまと
める(60 分) 



教室外学習：発表用資料（読み原稿）をまと
める(60 分) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
ゼミ内プレゼンと最優秀グループの選抜 
ゼミ内最優秀グループを決める 

持参物：発表に必要なノートパソコン等 
提出物：プレゼン感想シート No.12 
教室外学習：質疑応答の練習(30 分) 

第 14 回 
合同ゼミによるプレゼンと最優秀グループの決定 
学科のプレゼン最優秀グループを決める。 

持参物：ノートパソコン 
提出物：プレゼン感想シート(当日配布） 
提出物：すべてのシート類を提出 
教室外学習：質問シート (30 分) 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーふりかえり初年次セミナーでのグルー
プ活動をふり返り、来学期の目標を⽴てる。 

教室外学習：ｅポートフォリオ作成・KUIS
ドリル・続ける力ワークシート・朝日新聞時
事ワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE101-
Y16 

2.科目名 初年次セミナー 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 配当されたクラスで履修 

17.授業の目的と概要 

この科目では、主に以下の３つのこと学修をすすめます。 
１．キャリアプランを⽴てるスキルを身に着けます。 
 具体的には就活に必要な自己 PR のための材料を収集、  
 蓄積するためのスキルを学び、自己 PR 文の作成練習を行います。 
２．これからの学修に必要なクリティカルシンキングの基礎を学びます。 
 具体的にはあるテーマについて、グループで議論を重ね、その成果をプレゼンします。 
３．ライティングの基礎について学びます。 
 具体的には同時並行で履修する「学習技術」で学んだことを⽣かして、ライティングの練
習を行いま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。DP（ディプロマポリシー）のう
ち，自律性，コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
①E ポートフォリオに自己 PR に結び付く記事を投稿することができるようになる。 
②簡単なキャリアプランを書けるようになる。 
③クリティカルシンキングに必要な思考の流れを身に着けることができる。 
④グループワークの進め方を身に着けることができる。 
⑤情報を検察し活用する基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑥プレゼンテーションの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑦リーディングの基礎的スキルを身に着けることができる。 
⑧KUIS ドリルで出題される基本的問題に正答できる。 

19.教科書・教材 

・第 1 回授業時に資料・ワークシートを配付 
・伊藤真『〈自分らしさ〉って何だろう？ ─自分と向き合う心理学 』ちくまプリマ―新
書、2015 年 
 （「ウォーミングアップ学習」参加者は入手済み） 
・学習技術テキスト 

20.参考文献 特にありません。 

21.成績評価 

以下の通りすべての課題を、提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出する
ことを合格基準とする。 
課題１：e ポートフォリオへの投稿・・・5 点（学習目標①に対応） 
課題２：キャリア関連ワークシートの提出・・・5 点（学習目標②に対応） 
課題３：クリティカルシンキングワークシートの提出(No.7-9:3 枚)・・・12 点（学習目標
③に対応） 
課題４：グループワークふりかえりシートの提出(No.1-4,10,11:6 枚）・・・18 点（学習目標
④に対応） 
課題５：プレゼンテーション資料・感想ワークシート・レポ 

22.コメント 遅刻・欠席は厳禁です。 
やむをえず遅刻・欠席する際には、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜 3 限 



センターオフィスアワー：⽕曜 5 限（センタープログラム） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス、履修指導 
本科目の内容、ねらいについて説明するとともに、 
初年次の科目の履修について説明する。 

持参物：履修要項 

第 2 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワー
ク?】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.1 

第 3 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
②】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.2 

第 4 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
③】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。 

提出物：ふり返りシート No.3 

第 5 回 

アクティブラーニングを実践しよう【意見交換ワーク
④】 
グループワークに必要な態度を学習するため、意見交
換のワークを実施する。  
クリティカルシンキング③ 
主張の質を高める〜相互的な目標のために協力する〜 
テーマについて、グループの意見をまとめる。 

提出物：ふり返りシート No.4 

第 6 回 

朝日新聞デジタル説明会 
必要な情報の収集・処理・活用について学ぶ。    
プレゼンテーション 
各グループでのスライド作成とゼミ内プレゼン 

持参物：ノートパソコン 
提出物：ワークシート 
教室外学習：朝日新聞デジタルからの情報検
索（3 つ以上） 

第 7 回 
要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.5 

第 8 回 要約リーディングスキル 
文章を読んで要約を書く。 

持参物：学習技術テキスト「知へのステッ
プ」  
提出物：リーディングワークシート No.6 

第 9 回 

クリティカルシンキング① 
テーマの理解〜自分の意見を述べる〜 
テーマを選択し、テーマに対する自分の意見を伝え
る。 

提出物：ワークシート No.7 
教室外学習：アサインメントシート No.8(60
分) 
教室外学習：情報検索⇒検索情報（印刷して
持参）（3 つ以上）(60 分) 

第 10 回 
キャリア教育 
教員が語るキャリア 

提出物：キャリアワークシート（後日回収） 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 11 回 キャリア教育② 
これまでの振り返りと記事投稿 

提出物：キャリア関係ワークシート 
教室外活動：キャリアワークシートの作成 

第 12 回 

クリティカルシンキング② 
主張を深める〜他者の⽴場にたつ〜 
テーマについての情報収集をもとに、さまざまな⽴場
からの視点で意見を述べる。 

提出物：情報検索（印刷資料複数） 
提出物：振り返りシート No.11 
教室外学習：発表用資料（ＰＰＴ等）をまと
める(60 分) 



教室外学習：発表用資料（読み原稿）をまと
める(60 分) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
ゼミ内プレゼンと最優秀グループの選抜 
ゼミ内最優秀グループを決める 

持参物：発表に必要なノートパソコン等 
提出物：プレゼン感想シート No.12 
教室外学習：質疑応答の練習(30 分) 

第 14 回 
合同ゼミによるプレゼンと最優秀グループの決定 
学科のプレゼン最優秀グループを決める。 

持参物：ノートパソコン 
提出物：プレゼン感想シート(当日配布） 
提出物：すべてのシート類を提出 
教室外学習：質問シート (30 分) 

 
初年次セミナーふりかえり 
初年次セミナーふりかえり初年次セミナーでのグルー
プ活動をふり返り、来学期の目標を⽴てる。 

教室外学習：ｅポートフォリオ作成・KUIS
ドリル・続ける力ワークシート・朝日新聞時
事ワークシート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A01 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】 
講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】 
概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】 
パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】 
わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A02 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日昼休み 
センターオフィスアワー：月曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/13 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/20 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/27 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/11 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/12 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/18 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/19 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/25 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/26 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
6/1 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
6/2 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/9 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A03 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 



・テキストおよび専用ファイルの販売 ○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】 
講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】 
概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 7 回】 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】 
パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】 
わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A04 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/13 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/20 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/27 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/11 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/12 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/18 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/19 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/25 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/26 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
6/1 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
6/2 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/8 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A05 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー 月 3 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】
4/13 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 



・テキストおよび専用ファイルの販売 ○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/20 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/27 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/11 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/12 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/18 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/19 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/25 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/26 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
6/1 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
6/2 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/8 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A06 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・お昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A07 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日・5 限 
センターオフィスアワー：月曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/13 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/20 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/27 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/11 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/12 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/18 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/19 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/25 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/26 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
6/1 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
6/2 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/8 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A08 

2.科目名 学習技術 （4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】
4/13 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 



 ・テキストおよび専用ファイルの販売 ○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/20 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/27 
 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/11 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/12 
 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/18 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/19 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/25 
 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/26 
 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
6/1 
 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
6/2 
 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/8 
 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A09 

2.科目名 
学習技術 (経営̲1/4)（4 月 11 日〜6 月 1
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 本田あけみ 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/13 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/20 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/27 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/11 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/18 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/25 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/1 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A10 

2.科目名 
学習技術 (経営̲2/4)（4 月 11 日〜6 月 2
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜日 3 限 
センターオフィスアワー：水曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A11 

2.科目名 
学習技術 (経営̲3/4)（4 月 11 日〜6 月 2
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日５時限 
センターオフィスアワー：⽕曜日３時限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/13 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/20 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/27 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/11 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/18 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/25 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/1 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
A12 

2.科目名 
学習技術 (経営̲4/4)（4 月 12 日〜6 月 7
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィス・アワー ⽕曜日 4 時間目 
学修支援センターオフィス・アワー 水曜日昼休み（神⼾山手キャンパス） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】
4/11 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作



成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
M01 

2.科目名 
学習技術 （経営̲1/4）（4 月 11 日〜6 月 2
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
M02 

2.科目名 
学習技術 （経営̲3/4）（4 月 11 日〜6 月 2
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE103-701）または冬学期（FYE103-841）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

 この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎
的な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」
「伝える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきま
す。最終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標で
す。授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章
のペースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行う
ものとします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[13.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日・昼休み 
センターオフィスアワー（センタープログラム）：木曜日・昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
4/11 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 



【第 2 回】
4/18 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/25 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
5/9 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
5/16 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
5/23 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/30 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を



・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
6/6 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
6/13 

最終課題についての説明 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
6/20 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
6/27 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
7/4 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす



る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
7/11 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
7/18 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
7/25 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
M03 

2.科目名 
学習技術 （経営̲2/4）（4 月 11 日〜6 月 2
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 上村和美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
M04 

2.科目名 
学習技術 （経営̲4/4）（4 月 11 日〜6 月 2
日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・4 限 
センターオフィスアワー：水曜日・3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
M05 

2.科目名 学習技術 （看護̲4 月 11 日〜5 月 30 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4 月 11 日 1
限 

・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】 
4 月 11 日 2
限 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】 
4 月 18 日 1
限 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】 
4 月 18 日 2
限 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】 
4 月 25 日 1
限 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】 
4 月 25 日 2
限 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】 
5 月 2 日 1
限 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】 
5 月 2 日 2
限 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】 
5 月 9 日 1
限 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】 
5 月 9 日 2
限 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】 
5 月 16 日 1
限 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】 
5 月 16 日 2
限 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】 
5 月 23 日 1
限 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】 
5 月 23 日 2
限 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】 
5 月 30 日 1
限 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y01 

2.科目名 学習技術 （1/2）（4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 百濟正和 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE103-701）または冬学期（FYE103-841）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

 この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎
的な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」
「伝える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきま
す。最終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標で
す。授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章
のペースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行う
ものとします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる。 
DP の「自律性」「多様性理解」「問題発見・解決力」「専門的知識・技能の活用力」に関連し
ています。 
 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[13.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：木曜日・2 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 



・テキストおよび専用ファイルの販売 ○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】 
講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】 
概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 7 回】 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】 
最終課題についての説明 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】 
パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 



【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】 
わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y02 

2.科目名 学習技術 （2/2）（4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 遠藤泰⽣ 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE103-701）または冬学期（FYE103-841）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

 この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎
的な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」
「伝える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきま
す。最終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標で
す。授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章
のペースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行う
ものとします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[13.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日・昼休み 
センターオフィスアワー（センタープログラム）：木曜日・昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 



【第 2 回】 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】 
講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】 
概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】 
情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を



・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】 
最終課題についての説明 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】 
パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす



る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】 
わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y03 

2.科目名 学習技術 a（4 月 12 日〜6 月 7 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】 
講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】 
概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】 
パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】 
わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y04 

2.科目名 学習技術 b（4 月 11 日〜6 月 2 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 宗田好史 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：木曜日・3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y05 

2.科目名 学習技術 c（4 月 11 日〜6 月 1 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 

春学期  
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 3 限 
秋学期   



個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
4/11 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す



・インターネットで情報収集を行う技術 る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149



を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y06 

2.科目名 学習技術 （1/3）（4 月 12 日〜6 月 7 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】
4/8 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/15 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/22 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/29 
※平常授業 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
5/6 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
5/13 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/20 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/27 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
6/3 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
6/10 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
6/17 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作



成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
6/24 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
7/1 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
7/8 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
7/15 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y07 

2.科目名 学習技術 （2/3）（4 月 12 日〜6 月 7 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】
4/11 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用についての説明 

○次回までにテキスト『知へのステップ』の
目次から全体に目を通しておく。 



・テキストおよび専用ファイルの販売 ○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン



グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y08 

2.科目名 学習技術 （3/3）（4 月 12 日〜6 月 7 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：金曜昼休み 
センターオフィスアワー：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/12 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/19 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/26 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/10 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/12 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/17 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/19 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/24 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/26 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/31 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
6/2 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/7 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y09 

2.科目名 学習技術 （1/4）（4 月 8 日〜5 月 30 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y10 

2.科目名 学習技術 （2/4）（4 月 8 日〜5 月 30 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/8 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/11 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/15 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/18 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/22 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/25 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/6 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/9 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/13 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/16 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/20 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/23 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/27 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
5/30 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y11 

2.科目名 学習技術 （3/4）（4 月 13 日〜6 月 8 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/8 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/11 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/15 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/18 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/22 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/25 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/6 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/9 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/13 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/16 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/20 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/23 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/27 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
5/30 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
Y12 

2.科目名 学習技術 （4/4）（4 月 13 日〜6 月 3 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本喜晴 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習科目 

16.履修制限 再履修者は、夏学期（FYE170-Y71）または冬学期（FYE103-A81）の再履修クラスを履修
してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキル、の学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-4874247891 
※教科書は初回授業時に、専用ファイルと共に販売する。各自￥2,000 を忘れずに持参し、
科目担当者から購入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

○ワークシート：40％ [学習目標①〜⑤に対応] 
※欠席（公欠も含む）は、次の授業までにワークシートを提出すれば出席と同様に評価。翌
週を過ぎた提出は、一律に１点となる。 
○小課題：10％ [学習目標④に対応] 
※第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出する。 
○最終課題：50％ [学習目標③④に対応] 
※本シラバスの[26.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこと。 

22.コメント 「学習技術」は全ての授業の基礎となる科目で、15 回の授業を終えると大学⽣にとって必
要なスキルが身に付きます。欠席のないように、頑張りましょう。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ガイダンス ○次回までにテキスト『知へのステップ』の



4/11 ・授業のねらいと運用についての説明 
・テキストおよび専用ファイルの販売 

目次から全体に目を通しておく。 
○購入した専用ファイルに学籍番号と氏名を
記入し、次回授業以降も持参する。 
（上記と合わせて 20 分） 

【第 2 回】
4/14 

学習技術とは ＜テキスト第１章・ワークシート
No.1＞ 
・「大学で学ぶ」とはどういうことか 
 ・タイムマネジメント 

○ダウンロードデータ集・第 01 章[スタデ
ィ・スキルズとは.pps]を見て、復習する。
（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.3-14 を読
み返し、p14「まとめ」を確認する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 3 回】
4/18 

講義を聴いてノート・テイキング ＜テキスト第２
章・ワークシート No.2＞ 
・講義ノートをとる技術 

○ダウンロードデータ集・第 02 章[ノートテ
イキングの基本.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.17-28 を
読み返し、p28「まとめ」を確認する。（5
分） 
○ダウンロードデータ集・第 2 章の[サンド
イッチ.wav]または[しろうと理論.wav]を聴
いて、ノートテイキングを復習する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 4 回】
4/21 

概要・要点をよみとる ＜テキスト第３章・ワークシ
ート No.3＞ 
・文献を読むための基礎的な技術 

○ダウンロードデータ集第 03 章[リーディン
グの基本スキル.pps]を見て、復習する。（5
分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.29-41 を
読み返し、p41「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 5 回】
4/25 

要約から感想・意見を書く ＜テキスト第４章・ワー
クシート No.4(1)(2)＞ 
・文献の内容を要約する技術 
・自分の意見をまとめる技術 

○テキスト『知へのステップ』pp.43-53 を
読み返し、p53「まとめ」を確認する。（5
分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 6 回】
4/28 

情報収集（１）（２） ＜テキスト第５・６章・ワー
クシート No.5＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 05 章[大学図書
館における情報収集.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.57-76 を
読み返し、p70 と p83 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や



訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 7 回】
5/2 

情報収集（３）・情報の整理 ＜テキスト第７章・ワ
ークシート No.6＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（Excel を使用） 

◆ノートパソコン使用◆ 
○テキスト『知へのステップ』pp.76-100 を
読み返し、p82 と p99 の「まとめ」を確認
する。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 8 回】
5/9 

レポートを書く ＜テキスト第８章・ワークシート
No.7(1)(2)＞ 
・レポート（論文）を書くための基礎的な技術（＝ア
カデミック・ライティングスキル） 

○ダウンロードデータ集・第 08 章[アカデミ
ック・ライティングの基本スキル.pps]を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.103-125
を読み返し、p124 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 9 回】
5/12 

最終課題についての説明 
・最終課題は、SDG'ｓに関連した 10 のテーマの中か
ら 1 つを選び、レポートを作成し、提出するもので
ある。 
・レポート作成のプロセスを確認するとともに、最終
課題作成の手順についての説明を行う。 
・レポート作成にあたって注意すべき、情報倫理のビ
デオも視聴する。 

○授業で配付された[最終課題に向けてのワ
ークシート]に、テーマ番号、主張、レポー
ト提出までのスケジュールを記入し、次時の
授業開始時に提出する。（20 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（60 分） 

【第 10 回】
5/16 

わかりやすい表現＜テキスト第９章・ワークシート
No.8(1)(2)＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

★「最終課題」提出に向けてのワークシート 
○ダウンロードデータ集・第 09 章[効果的な
アカデミック・ライティングのために.pps]
を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.127-140
を読み返し、p139 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（90 分） 
○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 11 回】
5/19 

パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Workshop〜Task4 を見
て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.141-149
を読み返す。（5 分） 
○Task1〜4 で遅れている作業があれば、次
時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 



○返却されたワークシートを見直し、加筆や
訂正を行った後、専用ファイルにファイリン
グする。（5 分） 

【第 12 回】
5/23 

パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章・ワークシート No.9＞   
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

◆ノートパソコン使用◆ 
○ダウンロードデータ集・第 10 章[ライティ
ング・スキル.pps]Task5〜最終チェックをす
る」を見て、復習する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.150-162
を読み返し、p162 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○Task5〜10 で遅れている作業があれば、
次時までに完成しておく。 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（180 分） 
★小課題を印刷して提出する。 

【第 13 回】
5/26 

プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１
章・ワークシート No.10(1)(2)＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

○ダウンロードデータ集・第 11 章[効果的な
プレゼンテーションとは.pps]を見て、復習
する。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.165-180
を読み返し、p180 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（120 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 14 回】
5/30 

わかりやすいプレゼンテーションのために＜テキスト
第１２章・ワークシート No.11(1)(2)＞ 
・より効果的なプレゼンテーションを行うための技術 

○ダウンロードデータ集・第 12 章[サークル
旅行についての提案.pps]を見て、復習す
る。（5 分） 
○テキスト『知へのステップ』pp.181-197
を読み返し、p197 の「まとめ」を確認す
る。（5 分） 
○スケジュールにしたがって、最終課題を作
成するための作業を行う。（130 分） 
○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分） 

【第 15 回】
6/2 

全体のまとめ 
・第１４回に作成したプレゼンテーションを実際に行
う  
・これまでの授業のまとめ 
・授業アンケート 

○返却された小課題を見直し、訂正を行った
後、専用ファイルにファイリングする。（5
分）  
○最終課題の作業を進め、提出期限までに提
出する。 
★最終課題（教務課へ提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

FYE103-
y71 

2.科目名 学習技術 （再） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上村和美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
ZOOM で開講予定。再履修者のみ履修可能（全学部対象：どのキャンパス所属の学⽣でも履
修可能）。授業には「知へのステップ」を持参すること。持っていない学⽣は、初回授業で
購入すること（1,600 円）。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、大学で授業を受けるにあたって必要となる基礎的な能力を養います。基礎的
な能力としては「聴く」「読む」「書く」「調べる」「整理する」「まとめる」「表現する」「伝
える」「考える」の 9 つを設定し、受講の際に必要なる能力から順に習得していきます。最
終的には、コンピュータを活用してレポートを作成できるようになることが目標です。 
【概要】 
授業では、テキスト『知へのステップ』の章構成にしたがって、１回の授業につき１章のペ
ースで進行します。また、ワークシートを用い、その設問をこなしながら実践的に行 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、(5) コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
この授業では、大学⽣としての学習（研究）に必要な能力を身につけ、ワープロを使ったア
カデミックライティングができるようになることを目指します。 具体的には、以下の 5 点
です。 
①「大学で学ぶ」意味を理解できる。 
②ノートをとる技術、文献を読む技術を習得できる。 
③レポート作成のための情報収集ができるようになる。 
④パソコンを使って効率的にレポートが作成できるようになる。 
⑤プレゼンテーションのための基礎的技術が習得できる.。 

19.教科書・教材 

＜教科書＞『知へのステップ（第 5 版）』 学習技術研究会編 くろしお出版 2019 年  
ISBN-13：978-487424789 
※教科書を持っていない場合は、初回授業で￥1,600 を忘れずに持参し、科目担当者から購
入すること。 

20.参考文献  

21.成績評価 

■ワークシート：40％  
■小課題：10％ 第 11-12 回の授業で Word,Excel を使って作成する文書。印刷して提出す
る。 
■最終課題：50％ 本シラバスの[13.アサイントメント及びレポート課題]の項目を参照のこ
と。 

22.コメント ※授業日時の詳細は、夏学期の時間割で確認してください。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
◇第 1 日目  
【第 1 回】 
※授業日時
の詳細は、

ガイダンスおよび講義を聴いてノート・テイキング＜
テキスト第２章＞ 
・授業のねらいと運用についての説明 
・事前調査の実施 

★事前調査 



夏学期の時
間割で確認
してくださ
い。 

・講義ノートをとる技術 

【第 2 回】 概要・要点を読みとる＜テキスト第３章＞ 
・文献を読む技術 

 

【第 3 回】 
要約から感想・意見を書く＜テキスト第４章＞ 
・文献の内容の要約や自分の意見をまとめる技術 
・最終課題についての説明 

 

◇２日目 
【第 4 回】 

情報収集(1)(2)＜テキスト第５・６章＞ 
・図書館の利用方法と文献利用の基礎技術 
・インターネットで情報収集を行う技術 
・最終課題ワークシートの提出 

★最終課題ワークシート 

【第 5 回】 
情報収集(3) 
・図書館にて資料収集の実習  

【第 6 回】 
情報収集(4) ・情報の整理＜テキスト第７章＞ 
・図書館やインターネットを利用して集めた情報を整
理する技術（MS-Excel を使用） 

 

【第 7 回】 
レポートを書く(1)＜テキスト第８章＞ 
・レポート・論文執筆のための基礎的技術  

◇3 日目 
【第 8 回】 

レポートを書く(2)＜テキスト第８章＞ 
・注、引用などの論文作法 

 

【第 9 回】 
わかりやすい表現(1)＜テキスト第９章＞ 
・わかりやすい表現技術（文、箇条書き、表、グラフ
による表現） 

 

◇４日目 
【第 10 回】 

わかりやすい表現＜テキスト第９章＞ 
・わかりやすい表現技術の実践 

 

【第 11 回】 
パソコンによるライティング・スキル（１）＜テキス
ト第１０章＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

 

【第 12 回】 
パソコンによるライティング・スキル（２）＜テキス
ト第１０章＞ 
・Word と Excel を活用したレポート作成の技術 

★小課題の提出 

【第 13 回】 
プレゼンテーションの準備をする＜テキスト第１１・
１２章＞ 
・プレゼンテーションを行うための基礎的技術 

 

◇5 日目 
【第 14 回】 

最終課題に関する個別指導 
・各自の最終課題（レポート）作成を行う  

【第 15 回】 

全体のまとめ 
・これまでの授業のまとめ 
・事後調査の実施 
・授業アンケートの実施 
・各自のレポート課題を作成する 

★事後調査 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GEO101-
Y01 

2.科目名 地理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 水谷彰伸 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(対面) 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地表面で展開するさまざまな現象は地域ごとに異なる。こうした差異を⽣み出すのが地理的
条件で，諸現象と自然･人文環境との関係性を描出するというのが地理学の基本的思想であ
る。一般に地理学は諸現象に主眼をおく系統地理学と地域を中心にまとめる地誌学に大別さ
れ，前者はさらに人文地理学と自然地理学に分類される。人文地理学については別の講義で
学ぶため，本講義では地理的特徴に関する基礎知識を学習した上で，主に自然地理学の分野
を取り扱う。地形や気候などの自然環境の成⽴の様相を理解するのが講義の目的である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①中学校社会科の指導にあたり必要な知識と理論を習得する。 
②地理学とくに自然地理学の知識を通して現代社会におけるものの見方や考え方を養う。 
③地理的現象の成り⽴ちを把握して身近な自然環境についての理解を深める。 

19.教科書・教材 適宜参考プリントを配布する。 
授業内作業で定規を使用するので携帯してほしい。 

20.参考文献 

田林明･浅川俊夫･榎本康司･久保純子『最新世界地図』東京書籍 ※他の高校地理学習用地
図帳でも可 
杉谷隆･平井幸弘･松本淳『風景のなかの自然地理』古今書院 
山岡信幸『忘れてしまった高校の地理を復習する本』中経出版 
※上記に加え，自宅周辺や通学途中の車窓など，身近な風景がすべて参考教材である。 

21.成績評価 
総括試験 50％･小テスト(各章終了後に実施)35％･課題等 15％とする。 
※学習内容の復習･実践および地理的現象の具体的把握のための課題を主に授業時間内に適
宜課す。 

22.コメント 
教員資格取得を目標とする者はとくにその自覚を持って講義に臨むこと。 
履修者の意向によっては任意参加の学外巡検(エクスカーション)も実施したい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，受講⽣からの質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
オリエンテーション 
Ⅰ 地理学と世界のしくみ (1)地理学の目的と体系 復習：ノート整理 

第２回 Ⅰ 地理学と世界のしくみ (2)経緯度と時差 復習：ノート整理 

第３回 
Ⅰ 地理学と世界のしくみ (3)世界の地域区分と地
誌学の課題 復習：ノート整理 

第４回 Ⅱ 地図について (1)地図の特性と図法 復習：ノート整理 

第５回 Ⅱ 地図について (2)地形図とその利用 
定規を持参する 
復習：ノート整理 

第６回 
Ⅲ 地形と⽣活 (1)プレートテクトニクスと大地形の
形成 復習：ノート整理･地名確認 

第７回 Ⅲ 地形と⽣活 (2)氷河性海面変動と地形 復習：ノート整理･地名確認 
第８回 Ⅲ 地形と⽣活 (3)河川の地形と営力 復習：ノート整理･地名確認 
第９回 Ⅲ 地形と⽣活 (4)気候と特殊地形 復習：ノート整理･地名確認 
第 10 回 Ⅲ 地形と⽣活 (5)地形図から読み解く地形と⽣活 復習：ノート整理･地名確認 



第 11 回 Ⅳ 気候と⽣活 (1)気候要素と気候因子 復習：ノート整理･地名確認 

第 12 回 Ⅳ 気候と⽣活 (2)気候因子と気候の地域性 定規を持参する 
復習：ノート整理･地名確認 

第 13 回 Ⅳ 気候と⽣活 (3)気候区分と植⽣･土壌(1) 
課題提出 
復習：ノート整理･地名確認 

第 14 回 Ⅳ 気候と⽣活 (4)気候区分と植⽣･土壌(2) 復習：ノート整理･地名確認 
第 15 回 総括試験 復習：試験内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GEO101-
m01 

2.科目名 地理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 水谷彰伸 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義(リモート) 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地表面で展開するさまざまな現象は地域ごとに異なる。こうした差異を⽣み出すのが地理的
条件で，諸現象と自然･人文環境との関係性を描出するというのが地理学の基本的思想であ
る。一般に地理学は諸現象に主眼をおく系統地理学と地域を中心にまとめる地誌学に大別さ
れ，前者はさらに人文地理学と自然地理学に分類される。人文地理学については別の講義で
学ぶため，本講義では地理的特徴に関する基礎知識を学習した上で，主に自然地理学の分野
を取り扱う。地形や気候などの自然環境の成⽴の様相を理解するのが講義の目的である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①中学校社会科の指導にあたり必要な知識と理論を習得する。 
②地理学とくに自然地理学の知識を通して現代社会におけるものの見方や考え方を養う。 
③地理的現象の成り⽴ちを把握して身近な自然環境についての理解を深める。 

19.教科書・教材 適宜参考プリントを配布する。 
授業内作業で定規を使用するので携帯してほしい。 

20.参考文献 

田林明･浅川俊夫･榎本康司･久保純子『最新世界地図』東京書籍 ※他の高校地理学習用地
図帳でも可 
杉谷隆･平井幸弘･松本淳『風景のなかの自然地理』古今書院 
山岡信幸『忘れてしまった高校の地理を復習する本』中経出版 
※上記に加え，自宅周辺や通学途中の車窓など，身近な風景がすべて参考教材である。 

21.成績評価 
総括試験 50％･小テスト(各章終了後に実施)35％･課題等 15％とする。 
※学習内容の復習･実践および地理的現象の具体的把握のための課題を主に授業時間内に適
宜課す。 

22.コメント 
教員資格取得を目標とする者はとくにその自覚を持って講義に臨むこと。 
履修者の意向によっては任意参加の学外巡検(エクスカーション)も実施したい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，受講⽣からの質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
オリエンテーション 
Ⅰ 地理学と世界のしくみ (1)地理学の目的と体系 復習：ノート整理 

第２回 Ⅰ 地理学と世界のしくみ (2)経緯度と時差 復習：ノート整理 

第３回 
Ⅰ 地理学と世界のしくみ (3)世界の地域区分と地
誌学の課題 復習：ノート整理 

第４回 Ⅱ 地図について (1)地図の特性と図法 復習：ノート整理 

第５回 Ⅱ 地図について (2)地形図とその利用 
定規を持参する 
復習：ノート整理 

第６回 
Ⅲ 地形と⽣活 (1)プレートテクトニクスと大地形の
形成 復習：ノート整理･地名確認 

第７回 Ⅲ 地形と⽣活 (2)氷河性海面変動と地形 復習：ノート整理･地名確認 
第８回 Ⅲ 地形と⽣活 (3)河川の地形と営力 復習：ノート整理･地名確認 
第９回 Ⅲ 地形と⽣活 (4)気候と特殊地形 復習：ノート整理･地名確認 
第 10 回 Ⅲ 地形と⽣活 (5)地形図から読み解く地形と⽣活 復習：ノート整理･地名確認 



第 11 回 Ⅳ 気候と⽣活 (1)気候要素と気候因子 復習：ノート整理･地名確認 

第 12 回 Ⅳ 気候と⽣活 (2)気候因子と気候の地域性 定規を持参する 
復習：ノート整理･地名確認 

第 13 回 Ⅳ 気候と⽣活 (3)気候区分と植⽣･土壌(1) 
課題提出 
復習：ノート整理･地名確認 

第 14 回 Ⅳ 気候と⽣活 (4)気候区分と植⽣･土壌(2) 復習：ノート整理･地名確認 
第 15 回 総括試験 復習：試験内容復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB101-
Y01 

2.科目名 言語と文化 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 高校(英語) 中学(英語) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義やディスカッションなどを中心に行う
授業です。映像資料も適時使用します。ま
た、プレゼンテーションも行います。 
This class will proceed by lectures and 
discussions. Visual materials such as 
movies will be used occasionally. There 
will be a presentation by students as 
well. 
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業は、言語と文化の関係について考え、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーシ
ョンの現状と課題に対する理解を深めるための授業です。とりわけ、英語圏の国や地域の歴
史、社会、文化についての基本的な状況を踏まえつつ、英語がどのように話されているかを
体験的に学んでいきます。より具体的には、歌の歌詞やスピーチや映画のセリフやＣＭ広告
のセリフなどにも目をむけて、言語の重要性や魅力について様々な角度から比較文化的に考
えていきます。また、異文化コミュニケーション（異文化交流）における言語の役割や、メ
ディアにおける言語 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●言語と文化の関係について考え、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状
と課題に対する理解を深めることができる 
●英語圏の国や地域の歴史、社会、文化についての基本的な状況を踏まえつつ、歌の歌詞や
スピーチや映画のセリフやＣＭ広告のセリフなどにおいて、英語がどのように話されている
かを具体的に理解することができる 
●言語の重要性や魅力について、様々な角度から比較文化的に考えることができるととも
に、異文化コミュニケーション（異文化交流）における言語の役割や、メディアにおける言
語の使用のあり方などについても理解を深めることができる 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(5) コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 
Some printed materials will be distributed in class （教材資料などを授業中に配布しま
す） 

20.参考文献  

21.成績評価 
Assignments（授業内の課題）30%, Final Report（期末レポート）40%, Presentation（プ
レゼンテーション）20%, Reaction Paper（授業内容のまとめと感想を書いて提出するリア
クションペーパー）10% 

22.コメント 
この授業では、言葉というものを多様な観点から様々な文化の中で捉えていきます。普段の
コミュニケーションの中で使われる言葉についてだけではなく、外国人とのコミュニケーシ
ョンで気をつけるべき言葉の特徴についても考えていきます。また、映画のセリフやＣＭの



セリフ、歌の歌詞やスピーチの言葉などについても幅広く取り上げ、言葉の重要性について
理解を深めていきます。もし言葉に興味があったら、この授業を楽しめると思います。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 Course Introduction（授業の紹介）  

第２回 
Introduction of various functions and features of 
language（言葉の様々な特徴と機能についての紹
介） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第３回 

Introduction of history and culture of English 
speaking countries/Comparison of English spoken 
in different countries （英語圏の国や地域の歴史、
社会、文化についての紹介と世界の異なる英語の比
較） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第４回 
Introduction of cultural diversity and importance of 
intercultural communication （世界の文化の多様性
や異文化コミュニケーションの課題についての紹介） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第５回 
Experiential learning by using on-line language 
learning system （オンライン語学学習システムを使
った体験学習） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第６回 

language and songs in the world （歌における言葉
についての紹介：様々な国の歌を取り上げ比べま
す）：Experiential learning through a group task 
（グループワークを通した体験学習） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第７回 
language and TV commercials in the world （CM な
どにおける言葉について紹介：様々な国の CM を取
り上げ比べます） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第８回 
movie appreciation and discussion（言葉と文化に関
する映画鑑賞とディスカッション） 

 

第９回 
movie appreciation and discussion（言葉と文化に関
する映画鑑賞とディスカッション） 

 

第１０回 

language and speech in the world （スピーチにお
ける言葉の紹介：様々な国のスピーチを取り上げ比べ
ます）：Experiential learning through a group task 
（グループワークを通した体験学習） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第１１回 

language and intercultural communication（異文化
コミュニケーションと言葉の関係についての紹介）：
Experiential learning through a group task （グルー
プワークを通した体験学習） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。(120 minutes) 

第１２回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１３回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１４回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１５回 Course conclusion（まとめ）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB102-
A51 

2.科目名 異文化理解 3.単位数 2 

4.授業担当教員 フィゴーニ啓子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年⽣~ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 lecture 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course aims to foster cross-cultural understanding by observing what culture is, 
identifying aspects of cultural diversity, researching the surface culture and deep culture 
of English-speaking countries, and appreciating people and cultures in other 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

You can... 
1. observe and identify what culture and cultural diversity are.   
2. understand the society, cultures and communication styles of English-speaking 
countries 
3. appreciate people and cultures in other countries. 
4. identify the important attitudes of a multi-cultural society 
  
DP:  多様性理解 
 

19.教科書・教材 How Culture Affects Communication (Paul Stapleton)  KINSEIDO  ￥1,400(税別） 
20.参考文献 to be announced in class 

21.成績評価 

試験（小テスト、エッセイ）：40％  平常点（課題、レポート提出) : 60％ 
＊毎授業 WebClass で、授業の復習、教科書に関する小テストをする。 
＊毎授業の課題（in-class report)やホームワークレポートが未提出の場合は、 
 平常点から−５％ずつ引かれる。 
＊毎授業の課題(in-class report)は、各 10 点満点で評価する。 
＊英語圏の国々のリサーチレポートは 10 点満点で評価する。 
 提出期限に間に合わなかったレポートは受理しない。 
 

22.コメント 

１．毎授業、B5 サイズルースリーフ、コンピューターを持参すること。 
２．コロナ等の諸事情で急遽オンラインになった場合は、WebClass で  
  連絡事項を確認し、Zoom でオンライン授業に参加すること。 
３．体調不良等で出席停止になった場合は、速やかにメールで連絡を入れること。 
４．公欠者は、公欠した日の小テストを 14 週目で受けること。また、公欠した 
  回数の課題レポートを提出すること。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室または講師控室にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Orientation: 
    Self-Introduction, syllabus, class rules, etc 
1. What is culture?  "Surface culture and Deep 
culture" 
    "Culture Shock"   Discussion 
 

Homework: 
Review Week1 class and  
 prepare for Quiz 1 
?Bring the textbook 

Week 2 2. What is culture?  " Surface culture vs. Deep Homework: 



culture" 
       Quiz 1 
       Review "Culture Shock" 
       Text  Unit 1 & 5 
       Lecture, pair/group discussion 
       Writing in-class reports 
 

  Research "U.S.A." and 
  study for Quiz 2 

Week 3 

3. What is culture ?     "High Context Culture vs 
Low Context Culture" 
      Quiz 2 
      Text Unit 1&5 
      Lecture, pair/group discussion 
      Writing in-class reports 
 

Homework: 
 Research "Canada" and 
 study for Quiz 3 
Reading: Ping-pong vs Bowling 
conversation style 

Week 4 

4. Communication Styles:  "Small Talk" 
    Quiz 3 
    Text Unit 3 & 4 
    lecture, discussion 
    Writing  in-class report 
 

Homework: 
  Research "UK"  and 
  study for Quiz 4 

Week 5 

5. Communication Styles:  “Politeness” (formality / 
informality) 
       Quiz 4 
       Text U2 & 6,  "Ping-pong/bowling 
conversation styles" 
       Lecture, group discussion 
       Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Research "Australia" 
  and study for Quiz 5 

Week 6 

6. Communication Styles :  Proverbs,  Idioms, 
Comparing, U14 
     Quiz 5 
     Text Unit 9, 10, 12, 15 
     Lecture, group discussion 
     Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Research New Zealand  
  and study for Quiz 6 

Week 7 

7. Communication Styles : Nonverbal 
communication 
       Quiz 6 
       Text Unit 8 
       Lecture, group discussion, pair activities 
       Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Study for Quiz 7 
?Submit the research  
 assignment (5 English  
   speaking countries) 

Week 8 

8. Communication Styles :  "Nonverbal 
communication" 
       Quiz 7 
       Review 5 English speaking countries 
       Lecture, pair discussion 
       In-class report 

Homework: 
  Review nonverbal communication 



 

Week 9 

9. Cultural Stereotypes 1 : Generalization and 
Stereotype 
       No Quiz  
       Lecture, pair/group discussion 
       Writing in-class reports 
 

Homework: 
  Study for Quiz 8 

Week 10 

10. Cultural Stereotypes 2 : Stereotype, Prejudice, 
Discrimination 
      Quiz 8  (in-class report of Week 9) 
      Lecture, discussion 
      Writing in-class report 
 

Homework:  
  Study for Quiz 9 

Week 11 

11. Political Correctness  
       Quiz 9 
       Text U13 
        Lecture, pair/group discussion 
        Writing in-class reports 
 

Homework: 
Study for Quiz 10 

Week 12 

12.  Globalization and Global Citizen 
       Quiz 10 
       Text Unit 16 
       Pair/group discussion 
       In-class report 
 

Homework: 
 Study for Quiz "5 English speaking 
countries" 

Week 13 

13. Holiday seasons: events and rituals 
      Quiz "5 English speaking countries" 
      Pair/group discussion 
      In-class report 
 

Homework: 
 Preparation for essay exam 

Week 14 

14.  Essay exam 
        Bring all the in-class reports and your 
dictionary. 
          No phone or PC allowed. 
      （公欠者は、エッセイ試験のあとに、公欠した
日の小テストを 
   受けること） 
 

公欠者は 14 週目に、公欠した日数分の課題
レポートを提出すること 

Week 15 

Consolidation 
   Essay exam review 
   Writing reflection paper 
   Grade evaluation 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB103-
Y01 

2.科目名 国際コミュニケーション概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 芦沢真五 

5.授業科目の区分 基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 レクチャーおよびディスカッション 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

本講座は、グローバル社会で通用する人材に求められるコミュニケーション能力について論
じるとともに、コミュニケーションを形成するための基本的な考え方、姿勢、文化背景につ
いて学ぶ。また、授業の中では、留学、移⺠、難⺠、多文化共⽣、外国人との協働、グルー
バルビジネス、起業など国際社会における具体的なテーマと実例を通じて、コミュニケーシ
ョンがいかに重要な意味を持っているか、を考える。また、非言語コミュニケーションを含
む多様なコミュニケーション形態とその課題について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

異文化理解の基礎知識を修得するとともに、グローバル社会でにおけるコミュニケーション
を円滑におこなえるような適応能力の涵養につながるような基礎的な能力を身につける。 

19.教科書・教材 吉田 修一「横道世之介 」(文春文庫) 
20.参考文献 「移⺠時代」の多文化共⽣論 松尾知明（明石書店） 

21.成績評価 
毎回授業の小テスト、クラス内ワークなどを評価する（60%）。 
中間レポート、最終レポートを評価する（40%）。 
 

22.コメント 体調不良などで出席できない場合はメールで連絡すること。 
23.オフィスアワー 授業終了後（⽕曜 2 限）に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 導入：授業概要および目的、課題などの説明 ノートなど 

Week 2 

異文化コミュニケーションの基礎理論：異文化適応プ
ロセスおよびカルチャーショックについて学ぶ。異文
化適応にかかわるルーブリックなどを使って自己の意
識を客観的に考察する。 

配布した事前学習資料を読んでくること 

Week 3 
 

異文化コミュニケーションの基礎理論：異文化適応プ
ロセスおよびカルチャーショックについて学ぶ。異文
化適応にかかわるルーブリックなどを使って自己の意
識を客観的に考察する。 

配布した事前学習資料を読んでくること 

Week 4 
留学のすすめ（１）：留学が異文化適応力を高めるた
めにいかに寄与するか、について、実例と理論に基づ
いて考察する。 

指定された資料を読んでくること。 

Week 5 
留学のすすめ（２）：ゲスト・スピーカーによる留学
体験 指定された資料を読んでくること。 

Week 6 留学のすすめ（３）：ゲスト・スピーカーによる留学
体験 

指定された資料を読んでくること。 

Week 7 

留学⽣と日本社会：様々な目的で来日する留学⽣が、
日本の社会でどのように適応しようとしているか、に
ついて学ぶ。また「国際共修」の意義について考察す
る。 

指定された資料を読んでくること。 

Week 8 日本人と外国人：概念としての「日本人」「外国人」 指定されたケースを読んでくること。 



というカテゴリーが存在することでコミュニケーショ
ンにどのような課題が⽣じているかをケーススタディ
ーを通じて考える。 

Week 9 

日系アメリカ人社会の歴史に学ぶ：かつて日本も多く
に移⺠を海外に送り出していた。日系アメリカ人社会
がどうやって成⽴し、どのような苦難を体験したかを
学ぶ。また、この移⺠史が現代の日本社会に与える示
唆について考える。 

指定されたケースを読んでくること。 

Week 10 

定住外国人コミュニティー―との対話：在日コリアン
社会との歴史的な対話をテーマとして、京都の東九条
まちづくりサポートセンター(まめもやし)の取り組み
を事例として学び、この事例から現代社会への示唆と
なる課題について意見交換する。 

指定された資料を読んでくること。 

Week 11 

定住外国人コミュニティー―との対話：浜松の日系ブ
ラジル人コミュニティーを事例として学ぶ。また、
segregation（社会的分離）が起こっている実情につ
いて学び、将来の課題を考察する。 

指定された資料を読んでくること。 

Week 12 

多文化協働を目指す国の国際比較：カナダ、オースト
ラリアを事例として多様な文化的背景を持つ人々（移
⺠、難⺠など）を受け入れてきた社会の特質や社会イ
ンフラについて学ぶ。 

指定された資料を読んでくること。 

Week 13 
 

多文化協働コミュニケーション：国際ビジネスにおけ
るコミュニケーションの課題について、実際の多国籍
企業における社内コミュニケーションのケーススタデ
ィーを考える。 

指定された資料を読んでくること。 

Week 14 

起業家精神と多文化協働（ケース・スタディー１）：
グローバル社会で起業を目指すものは必然的に高い異
文化適応力が求められている。具体的なケース・スタ
ディーを通じていかに異文化適応力やコミュンケーシ
ョン力が求められるかを考察する。 

指定された資料を読んでくること。 

Week 15 

起業家精神と多文化協働（ケース・スタディー２）：
第 4 次産業革命を迎えた社会では既存の組織や会社
の中でも起業家精神が求められている。具体的なケー
ス・スタディーを通じていかに異文化適応力やコミュ
ンケーション力が求められるかを考察する。 

指定された資料を読んでくること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB207-
Y01 

2.科目名 グローバル事情 L5 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡邊頼純 

5.授業科目の区分 英語 
6.必修・ 
選択の区
分 

compulsory 
必修 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 Two-way transactions 
16.履修制限 none 

17.授業の目的と概要 

This course is designed to make students familialized concepts and thoeries of 
international relations through reading of the textbook.  It is also designed to 
complement the lectures of International Relations and deepen the understanding of the 
text boo 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 to be able to exchange ideas and opinions regarding the current international affairs 

19.教科書・教材 The Globalization of World Politics, Oxford University Press, 2020 
20.参考文献 大江 博、『外交と国益』、NHK ブックス 

21.成績評価 

Oral Examination(60%), Active Participation in the Class(20%),  and Note Book 
Submission(20%). 
口頭試問（6 割）、授業中の積極参加（2 割）、ノート提出（2 割）。授業中のパーフォーマン
スとノートテーキングを重視しています。 

22.コメント Attendance at class is highly regarded. 
23.オフィスアワー Wednesday 3rd period 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

「国際関係」（International Relations）の内容をフォ
ローアップし、更に深堀する。 
Follow‐up and deepen the understanding of the 
content of lectures based on the textbook ”The 
Globalization of World Politics” 

 

 
Following the sequence and the content of the 
lecture on International Relations 

 

 
Following the sequence and the content of the 
lecture on International Relations  

 Financial Times の記事などを随時読んで行く。 
Letʼs read the Finacncial Times 

 

 idem  
 idem  
 idem  
 idem  
 idem  
 idem  
 idem  
 idem  
 idem  
 idem  



 idem  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB208-
Y01 

2.科目名 国際関係 全 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡邊頼純 

5.授業科目の区分 Basic education 
6.必修・ 
選択の区
分 

必修 
compulsory 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 Open to All departments 9.履修学年 
the second year and 
above 

10.取得資格の要件 None 11.先修条件 None 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
lecture-style course (two-way 
interactions expected) 

16.履修制限 none 

17.授業の目的と概要 
This lecture course is designed to make students acquainted with the basic theories of 
International Relations and the historical perspective of the contemporary world politics. 
現代の国際関係の全体像を把握することに主眼がある。様々なトピックを網羅する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

The primary purpose of the lecture is get the students prepared for discussions on the 
topics of international relations and widen their intellectual horizons in regard of their 
future well-being.  
留学先などで国際関係について同世代の学⽣と自由に議論できる基礎を構築する。できれば
そのような議論を主導できるような力を身につける。 

19.教科書・教材 
JOHN BAYLIS, STEVE SMITH, PATRICIA OWENS,  THE GLOBALIZATION OF WORLD 
POLITICS --- AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS ---, EIGHTH 
EDITION, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2020 

20.参考文献 
高校の時の『世界史』、『日本史』の教科書があれば持参してください。たいへん役に⽴つと
思います。 

21.成績評価 

Regular attendance at class is prerequisite for the credit.(10%) 
Active and spontaneous participation during the class is highly appreciated.(10%) 
A short term-paper consstitutes 30 per cent of the total assessment. 
The end-of-term examination constitutes 

22.コメント 

最初は教科書のボリュームの厚さ、内容の濃さにびっくりするかもしれませんが、これが
「国際標準」です。これを半年かけて読み通すことができれば貴兄も貴姉ももう⽴派な「国
際派」。あきらめずついて来てください。頑張りましょう。  
 この授業を補完するために「よくわかる国際関係」という補習授業を学修支援センタープ
ログラムで行います。こちらにも出席して理解を深めるようにして下さい。 

23.オフィスアワー the 4th period(15:00~16:00) on Mondays 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
ウクライナ
戦争から学
ぶ現代国際
関係 

Overall introduction of the subject matter 
グローバル時代の国際関係：国際政治から世界政治へ 
グローバル化とグローバル政治 

持参するもの：①大学ノート（この授業専用
のもの）、②高校の時の『世界史』の教科書
（なければ『日本史』でも良い） 

 

(Two chapters per session herein after from the 
second session to the 14th session) 
The historical context 歴史的文脈 
2. The rise of modern international order 近代国際
秩序の台頭 
3. International history of twentieth century20 世紀

以下同文。 



の国際政治史 
4. From the end of the cold war t 

 

Theories of world politics 
世界政治の諸理論 
6．Liberal internationalism 自由主義的国際主義 
7．Marxist theories and international relations マ
ルクス主義の理論と国際関係 

 

 
Theories of world politics 
8. Realism リアリズム（現実主義） 
9．Feminism フェミニズム 

 

 

Theories of world politics 
10. Postcolonical and decolonial approaches ポス
ト・コロニアルならびに非コロニアルのアプローチ 
11．Poststructuralism ポスト・構造主義 

 

 

Theories of world politics 
12. Social constructivism 社会的コンストラクティビ
ズム 
13．International Ethics 国際的倫理学 

 

 

Structures and processes  構造とプロセス 
14．War and world politics 戦争と世界政治 
15．International and global security 国際的・グロ
ーバル安全保障 
 

 

 
構造とプロセス 
16．Global political economy グローバル政治経済 
17．Gender ジェンダー 

 

 
Structures and processes 
18. Race in world politics 世界政治における人種問題 
19．International law 国際法 

 

 

Structures and processes 
20. International organizations in world politics 世界
政治における国際組織 
21．The United Nations 国際連合 

 

 

Structures and processes 
22. NGOs in world politics 世界政治における非政府
組織（NGOｓ） 
23．Regionalism in international affairs 国際事情
における地域主義 

 

 

International issues 国際的イッシュー 
24．Environmental issues 環境問題 
25．Refugees and forced migration 難⺠と強制移
住 

 

 

International issues 国際的イッシュー 
26．Poverty, hunger, and development 貧困、飢餓 
そして開発 
27．Global trade and global finance グローバル貿
易とグローバル金融 

 



 

International issues 国際的イッシュー 
28．Terrorism and globalization テロリズムとグロ
ーバルか 
29．Proliferation of weapons of mass destruction 
大量破壊兵器の拡散 

 

 

International issues 国際的イッシュー 
30．Nationalism, national self-determination, and 
international relations 
      ⺠族主義、⺠族自決、そして国際関係 
31．Human rights 人権 
32．Humanitarian interventions in world politics 
世界政治における人道的介入 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB211-
Y01 

2.科目名 グローバルアントレプレナー論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 芦沢真五 

5.授業科目の区分 基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ２，３ 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 レクチャーおよびディスカッション 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

国際的に活躍しうる人材に求められる能力の中で、リスクを取りながらも創造的なビジネ
ス、社会事業を実現する力はますます重視されている。こうした起業家に必要なマインド
（起業家精神）は、実際に起業する人材にだけ求められているのではない。既存の企業や
NPO においても組織内で起業家精神をもった取り組みを展開することが期待されている。
本授業においては、受講者は起業家精神について学ぶことに加えて、社会的に意義のあるビ
ジネスや非営利活動を実際にグループワークを通じて構想し、事業プランを発表する。この
プロセスを通じて、起業家 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

起業をおこすうえで求められる資質、知識、経験則、人的ネットワークなどを学ぶことを通
じて、起業家マインドの醸成のための基盤となる知見を獲得する。 

19.教科書・教材 特に定めない 
20.参考文献 授業の進捗にあわせてオンラインで配布する。 

21.成績評価 
毎回授業の小テスト、クラス内ワークなどを評価する（60%）。 
中間レポート、最終レポートを評価する（40%）。 

22.コメント 体調不良などで出席できない場合はメールで連絡すること。 
23.オフィスアワー 授業後（木曜 2 限）に実施する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 導入：授業概要および目的、課題などの説明 ノートなどを持参 
Week 2 
 

イノベーションがなぜ必要なのか？社会的ニーズにつ
いて学ぶ。 

指定された資料を読んでくること 

Week 3 

起業という概念：起業は決して新しい概念ではなく、
歴史的にも多くの起業家が存在してきた。この歴史を
学ぶとともに第 4 次産業革命を迎えた現代におい
て、起業家精神を持つことの意義が高まっていること
を学習する。 

指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 4 アイデアとニーズ把握（マーケティング入門） 指定された事前学習資料を読んでくること 
Week 5 ソーシャルビジネス（ゲスト・スピーカー１） 指定された事前学習資料を読んでくること 
Week 6 起業のためのリソース調達（資金：多様な調達方法） 指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 7 起業のためのリソース調達（人・モノ）：他の機関と
のリソースシェアリングなど 

指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 8 組織デザインとリーダーシップ 指定された事前学習資料を読んでくること 
Week 9 ビジネスと発想力（グループワーク１） グループワークの準備をしてくること。 
Week 10 ビジネス構想への展開（グループワーク２） グループワークの準備をしてくること 
Week 11 実現性の検証（グループワーク３） グループワークの準備をしてくること 

Week 12 
企業内アントレプレナーシップ（ゲスト・スピーカー
２） 指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 13 NPO・行政機関と起業家精神（ゲスト・スピーカー
３） 

指定された事前学習資料を読んでくること 



Week 14 ビジネス提案（グループワーク４） グループワークの準備をしてくること。 
Week 15 ビジネス提案（グループワーク５） グループワークの準備をしてくること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB211-
Y02 

2.科目名 グローバルアントレプレナー論 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 芦沢真五 

5.授業科目の区分 基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 
２．３ 
 

10.取得資格の要件 
なし 
 11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 レクチャーおよびディスカッション 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

国際的に活躍しうる人材に求められる能力の中で、リスクを取りながらも創造的なビジネ
ス、社会事業を実現する力はますます重視されている。こうした起業家に必要なマインド
（起業家精神）は、実際に起業する人材にだけ求められているのではない。既存の企業や
NPO においても組織内で起業家精神をもった取り組みを展開することが期待されている。
本授業においては、受講者は起業家精神について学ぶことに加えて、社会的に意義のあるビ
ジネスや非営利活動を実際にグループワークを通じて構想し、事業プランを発表する。この
プロセスを通じて、起業家 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

起業をおこすうえで求められる資質、知識、経験則、人的ネットワークなどを学ぶことを通
じて、起業家マインドの醸成のための基盤となる知見を獲得する。 

19.教科書・教材 特に定めない 
20.参考文献 授業の進捗にあわせてオンラインで配布する 

21.成績評価 
毎回授業の小テスト、クラス内ワークなどを評価する（60%）。 
中間レポート、最終レポートを評価する（40%）。 

22.コメント 体調不良などで出席できない場合はメールで連絡すること。 
23.オフィスアワー 授業後（木曜 2 限）に実施する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 導入：授業概要および目的、課題などの説明 ノートなどを持参 

Week 2 
イノベーションがなぜ必要なのか？社会的ニーズにつ
いて学ぶ。 

指定された資料を読んでくること 

Week 3 

起業という概念：起業は決して新しい概念ではなく、
歴史的にも多くの起業家が存在してきた。この歴史を
学ぶとともに第 4 次産業革命を迎えた現代におい
て、起業家精神を持つことの意義が高まっていること
を学習する。 

指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 4 アイデアとニーズ把握（マーケティング入門） 指定された事前学習資料を読んでくること 
Week 5 ソーシャルビジネス（ゲスト・スピーカー１） 指定された事前学習資料を読んでくること 
Week 6 起業のためのリソース調達（資金：多様な調達方法） 指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 7 
起業のためのリソース調達（人・モノ）：他の機関と
のリソースシェアリングなど 

指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 8 組織デザインとリーダーシップ 指定された事前学習資料を読んでくること 
Week 9 ビジネスと発想力（グループワーク１） グループワークの準備をしてくること。 
Week 10 ビジネス構想への展開（グループワーク２） グループワークの準備をしてくること。 
Week 11 実現性の検証（グループワーク３） グループワークの準備をしてくること。 

Week 12 企業内アントレプレナーシップ（ゲスト・スピーカー
２） 

指定された事前学習資料を読んでくること 



Week 13 
 

NPO・行政機関と起業家精神（ゲスト・スピーカー
３） 

指定された事前学習資料を読んでくること 

Week 14 ビジネス提案（グループワーク４） グループワークの準備をしてくること。 
Week 15 ビジネス提案（グループワーク５） グループワークの準備をしてくること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB212-
Y01 

2.科目名 共⽣社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 宗田好史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 回⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特にありません。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特にありません。 

17.授業の目的と概要 

目的：グローバル化する日本国内で、また海外でに多国籍の仲間と暮らし働く術を知る 
概要：グローバル化が進むとはいえ日本の外国人はまだ全人口の２％、でも今後急速に増え
ると言われます。多くの自治体で、すでに異なる文化で育った人々が共に暮らす多文化共⽣
策が始まり、社会的包摂という日本社会に溶け込む外国人が徐々に増えています。一方、日
本人の働き方・暮らしぶりも多様化、地域社会でのつながりは薄れています。また、障碍者
や高齢者、ジェンダーやセクシュアリティ、所得や健康の格差も現代社会の共⽣の課題で
す。関⻄国際大学国際コ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

神⼾のような歴史ある国際都市に暮らしていても身近な異文化には気づきにくいものです。
ご年配の外国⽣まれ市⺠の皆さんは昔の神⼾にも詳しく、その異文化は見えません。一方、
最近日本にきたアジアの留学⽣、日系労働者、技能実習⽣が増え、学内やアルバイト先で接
する機会が増えています。そんな経験から共⽣社会を考えはじめ、その背景に広がる現代社
会の課題、さらには 3 億人もの移⺠・難⺠が動く世界の大変化をしることが学習目標、到達
目標は異文化コミュニケーションの達人です。 

19.教科書・教材 教科書に代わる読みやすい資料を用意します。毎回の授業スライドを PDF で配ります。 

20.参考文献 

小山 望, 勅使河原 隆行他『これからの「共⽣社会」を考える 多様性を受容するインクルー
シブな社会づくり』福村出版、2020 年 
宮島 喬多文化共⽣の社会への条件:日本とヨーロッパ,移⺠政策を問いなおす』東京大学出版
会、2021 年 
永吉 希久子『移⺠と日本社会-データで読み解く実態と将来像』中公新書、2021 年 

21.成績評価 最終レポート 50 点と出席点 50 点 
22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜午後、3 コース（春学期）4 コース(秋学後期) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回：4
月 14 日 
グローバル
化と現代日
本社会 

在留外国人は都市部でも農村部でも増加し、我々日本
人の暮らしも仕事も彼らの労働に大きく依存していま
す。しかし、多くの日本人は外国人を見ることもな
く、その問題に無関心です。しかし、国際コミュニケ
ーションを学ぶ皆さんは、多文化共⽣の現実と問題点
を考え、日本の政府や自治体の政策を学びます。そし
て、世界各国の取組みを知り、未来の日本社会を変え
る力を付けます。 
 

○アサイメント：身近に見た仕事をしている
在留外国人を二人ほど上げて下さい 
○事前学習：日本以外で盛んに移⺠を送り出
した国を一つ上げて下さい。 

第 2 回：4
月 21 日 
欧米で進む
多文化共⽣
への取組

人口減少が進む EU 諸国、特にイタリアやドイツでは
人口の 2 割以上を占める外国人抜きには産業経済も
地域社会も成り⽴たなくなっています。外国人労働者
はもはや少数派ではなく、社会の重要な一部、移⺠で
はなく地元市⺠として活躍しています。その実態を知

○アサイメント：外国籍でありながら日本人
以上に日本人だと思う人はどんな人か述べて
下さい。 
○事前学習：今年はウクライナ難⺠がよく語
られますが、これ以外の難⺠の例を一つ上げ



み、移⺠か
ら市⺠へ 

り、日本の共⽣社会の進路を考えます。 て下さい。 

第 3 回：4
月 28 日 
移⺠が市⺠
に変わるプ
ロセスを知
る。どうす
れば共⽣社
会は進むか 

近年世界中で大規模な自然災害や武力紛争が続き、難
⺠や避難⺠が欧米先進国に押し寄せています。国連機
関や EU、各国政府、NGO が人道支援を進めます
が、⺠族対⽴は激化し、テロは深刻化、共⽣社会は危
機に瀕しています。一方、一部の先進国では多様性を
認めあう共⽣段階から社会的包括を経て社会的同化の
段階に進んだ地域があり、多様なルーツを持つ二世三
世が共⽣社会をリードし、寛容な社会づくりを進めて
います。EU の共⽣のまちづくりの様子を詳しく見て
いきます。 

○アサイメント：地域社会の中で地元の人々
が移⺠を嫌う理由は何か、気付いたことを上
げて下さい。 
○事前学習：神⼾で会った中国人を思い出し
て、どこで会ったか、看たか、書き出して下
さい。 

第 4 回：5
月 12 日移⺠
が市⺠に変
わるプロセ
スを知る。
どうすれば
共⽣社会は
進むか 

国際都市神⼾の多文化共⽣、神⼾中国人コミュニティ
150 年史（神⼾華僑歴史博物館） 
EU 先進国の共⽣社会を日本で最初に実現したのは国
際都市神⼾です。平安時代から大陸や半島との交流の
拠点でしたが、1868 年の開港以来日本最大の貿易港
に成⻑、すでに 154 年の歴史があります。大学から
居留地、異人館街、南京町に出かけ、共⽣社会がどう
形成されたかを探しに行きましょう。 

○アサイメント：南京町で今でも営まれてい
る中国系の文化的伝統を一つ上げて下さい。 
○事前学習：神⼾市の 9 行政区別の在留外
国人数を調べて下さい。また、各区で最も在
留人数の多い国を挙げて下さい。 

第 5 回：5
月 19 日定住
する外国
人、神⼾の
新たな国際
化と共⽣社
会、⻑田区
の経験 

定住する外国人、神⼾の新たな国際化と共⽣社会、⻑
田区の経験 
震災被害の甚大さで知られる⻑田区は、今や神⼾の下
町、⻑田マダンや芸術祭が開かれます。一方、ベトナ
ム人集住地区でもあり、ローカルとグローバルが出会
う場所です。実は、世界の大都市には⻑田区に似たグ
ローバルな下町が多く、共⽣社会が形成されていま
す。昔から⻑田区には出稼ぎの人が多く住み、自分た
ちの経験を新住⺠と共有することでまちづくりを進め
てきたのです。その仕組みを現地で探ります。 
 

○アサイメント：日本が朝鮮王国を併合した
のは何時ですか、それはいつまで続いたか、
できるだけ詳しく述べて下さい。 
○事前学習：関⻄には神⼾の他に大阪市など
外国籍市⺠が多く住む町があります。外国人
の多い地区を上げて下さい。 

第 6 回：5
月 26 日関⻄
の国際社
会、大阪と
その周辺 

隣の大阪も国際都市、最近も日本で最もインバウンド
人気の高いの街でした。居住外国人数も大阪市で全人
口の 5.3％、大阪府全体でも 2.9％。神⼾市の 3.0％と
同様に全国平均を大きく上回ります。その半分近くを
韓国籍、26％が中国籍、中でも⽣野区は外国籍市⺠
の 2 割以上が暮らします。また今は、ベトナムやフ
ィリピン籍が増えています。皆さんのよく知る大阪の
町の共⽣社会を見に行きます。 

○アサイメント：この授業の受講中に、関⻄
の中で外国籍市⺠が多くすむ地区を一つ訪
れ、報告して下さい。 
○事前学習：外国籍市⺠には日本に永住する
人が多くいます。なぜ自国に戻らないのか理
由を想像して書きだして下さい。 

第 7 回：6
月 2 日日本
のエスニッ
ク・マイノ
リティの多
様性 

日本のエスニック・マイノリティの多様性 
移住者にとって日本社会は当面の⽣活拠点であるだけ
でなく定着の地にもなる。永住権をえた外国籍市⺠は
定着の傍ら盛んに移動し、⺟国やアジア諸国とのビジ
ネスを始めている。関⻄各地を中心にオールド・タイ
マーズとニューカマーズも分れる中国系の人々の活動
を紹介し，多様化を深める定住外国人の様子を見ま
す。南京町や鶴橋は今後どう面⽩くなるかを語り合い
ます。 

○アサイメント：外国籍市⺠の集まる街につ
いて、皆さんが感じる魅力を述べて下さい。 
○事前学習：皆さんの知っている日系人を思
い出して書き出して下さい。 



 

第 8 回：6
月 9 日グロ
ーバル共⽣
社会と行政 

グローバル共⽣社会と行政 
神⼾や大阪と違い中国人も韓国人も少なかった全国の
工業都市では、1990 年代に急増した日系人労働者の
様々な課題に直面し、多文化共⽣政策を進めてきまし
た。豊田市や浜松市がよく知られます。反面、神⼾
市・大阪市政の共⽣社会対策にも⻑い歴史と成果があ
ります。行政が何をなし、何ができないかったかを整
理し、行政の限界を知るとともに市⺠社会の役割を考
えます。 
 

○アサイメント：日系人はなぜ急に増加した
か、その理由を 3 点あげて下さい。 
○事前学習：外国に暮らすと子供の教育は大
きな課題です。皆さんがそんな状況の場合、
子供に日本語を教えますか。それとも現地の
言葉を教えますか。 

第 9 回：6
月 16 日地域
社会の外国
人問題、国
際コミュニ
ケーション
の役割 

地域社会の外国人問題、国際コミュニケーションの役
割 
日本政府は移⺠政策をとらない⽴場ながら、1990 年
代に日系人が急増した自治体では教育や医療など独自
の共⽣策を進めました。外国籍の子供は義務教育の対
象外ですが、全員小学校に受入れ未就学ゼロとして事
例（浜松市）や NPO の教育支援活動など、日本語教
育を担いコミュニティ能力を高める取組みの数々を見
ていきます。 
 

○アサイメント：日本の小学校で学ぶ日系人
の子供たちの困難はどんな点にあるか述べて
下さい。 
○事前学習：日系人が最も多く暮らす国と都
市を調べて下さい。 

第 10 回：6
月 23 日日本
人移⺠の歴
史を知るた
めの「海外
移住と文化
の交流セン
ター」見学 

日本人移⺠の歴史を知るための「海外移住と文化の交
流センター」見学 
1928 年開設のされた国⽴移⺠収容所（現在の神⼾市
⽴「海外移住と文化の交流センター」）は 1971 年ま
での半世紀、主に南米に移住する日本人のための訓練
センターでした。貧しい日本の農村から豊かさを夢見
て海外を目指した日系人一世の思いを探り、多文化共
⽣を考えます。 
 

○アサイメント：各自でセンターを訪れ学ん
だ日本人が移⺠した時代のことを自由に述べ
て下さい。 
○事前学習：日本の介護施設は今後増えます
が、そのピークはいつ頃でしょう。調べて下
さい。 

第 11 回：6
月 30 日現代
日本のケア
コミュニテ
ィ、東南ア
ジア女性の
労働力 

現代日本のケアコミュニティ、東南アジア女性の労働
力 
介護保険制度が始まって四半世紀がたつ日本では急増
する高齢者を前に深刻な介護人材不足に陥り、東南ア
ジアの女性に大きな期待が集まっています。 
 

○アサイメント：特定技能と技能実習⽣の違
いを述べて下さい。 
○事前学習：なぜ同性愛を否定的にみる人が
多いのか調べて下さい。 

第 12 回：7
月 7 日セク
シュアリテ
ィの多様
性：ゲイ・
レズビアン
運動、性同
一性障害 

セクシュアリティの多様性：ゲイ・レズビアン運動、
性同一性障害  
不用意で無知な発言は、多様な性のあり方（セクシュ
アリティ）を受容れる現代社会では許されないハラス
メントとされます。学校だけでなく､会社や地域社会
でも適切な配慮が不可欠です。排除でなく包摂する話
し方は、国際コミュニケーションを学び共⽣社会を担
う皆さんが身に着け、人々に伝えるべき内容です。 
 

○アサイメント：LGDP の人々が⽣きやすい
社会とはどうあるべきか、述べて下さい。 
○事前学習：キプロス戦争について事前に調
べて下さい。 

第 13 回：7
月 14 日グロ

グローバル共⽣社会と日本 
世界各地では、まだ⺠族や宗教の違いによる紛争や差

○アサイメント：宗教対⽴とはどんな対⽴か
簡単に述べて下さい。 



ーバル共⽣
社会と日本 

別は解消しません。グローバル化が進んでも共⽣社会
は簡単に実現しません。対⽴の現場それぞれで様々な
多大な努力が続き、成果も少なくありません。イスラ
ム教徒のトルコ系とギリシャ正教系の住⺠が対⽴した
キプロス紛争は、国連や EU の介入で再統合に向かっ
ています。こうした平和のための国際社会の取組みを
学びます。 
 

○事前学習：やさしい日本語とはどんな話し
方か、簡単に述べて下さい。 

第 14 回：7
月 21 日グロ
ーバル化と
日本の共⽣
社会の行
方、⽣活支
援から活躍
支援へ 

グローバル化と日本の共⽣社会の行方、⽣活支援から
活躍支援へ 
文化的多様性が乏しく、閉鎖的だった日本の地域社会
がグローバル化に対応するために海外人材の活躍が期
待されます。総務省の「多文化共⽣推進プラン」で制
度改革が進み、「やさしい日本語」ガイドラインなど
共⽣社会への施策が進みます。その担い手となり海外
人材の活躍を支援する皆さんの役割、就職先を考えて
いきます。 
 

○アサイメント：海外人材を必要とする産業
部門を一つ上げて、その課題を書き出して下
さい。 
○事前学習：これまで学んだ共⽣社会論の中
で関心を持った課題を一つ上げて下さい。 

第 15 回:7 月
28 日排除と
共⽣、包摂
の未来、内
なるグロー
バル化を支
える力 

排除と共⽣、包摂の未来、内なるグローバル化を支え
る力 
最終回はこの科目で学んだことをまとめ、共⽣社会の
実現に向けた具体的なキャリアパスを考えます。⺠族
紛争の難⺠キャンプで働く、国内で移⺠労働者の子弟
の就学支援、日本語を教えるなど様々な活動の根底
で、この共⽣社会論での学びが活かし役⽴てるため
に、自分の言葉で問題を掘り下げ、解決方法を探りま
す。グループで話し合いブラッシュアップしてレポー
トにまとめて下さい。 
 

○アサイメント：最終課題を別途発表しま
す。 
○事前学習（最終回なので事前学習はありま
せん。） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLB212-
Y02 

2.科目名 共⽣社会論 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 宗田好史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 回⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特にありません。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特にありません。 

17.授業の目的と概要 

目的：グローバル化する日本国内で、また海外でに多国籍の仲間と暮らし働く術を知る 
概要：グローバル化が進むとはいえ日本の外国人はまだ全人口の２％、でも今後急速に増え
ると言われます。多くの自治体で、すでに異なる文化で育った人々が共に暮らす多文化共⽣
策が始まり、社会的包摂という日本社会に溶け込む外国人が徐々に増えています。一方、日
本人の働き方・暮らしぶりも多様化、地域社会でのつながりは薄れています。また、障碍者
や高齢者、ジェンダーやセクシュアリティ、所得や健康の格差も現代社会の共⽣の課題で
す。関⻄国際大学国際コ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

神⼾のような歴史ある国際都市に暮らしていても身近な異文化には気づきにくいものです。
ご年配の外国⽣まれ市⺠の皆さんは昔の神⼾にも詳しく、その異文化は見えません。一方、
最近日本にきたアジアの留学⽣、日系労働者、技能実習⽣が増え、学内やアルバイト先で接
する機会が増えています。そんな経験から共⽣社会を考えはじめ、その背景に広がる現代社
会の課題、さらには 3 億人もの移⺠・難⺠が動く世界の大変化をしることが学習目標、到達
目標は異文化コミュニケーションの達人です。 

19.教科書・教材 教科書に代わる読みやすい資料を用意します。毎回の授業スライドを PDF で配ります。 

20.参考文献 

小山 望, 勅使河原 隆行他『これからの「共⽣社会」を考える 多様性を受容するインクルー
シブな社会づくり』福村出版、2020 年 
宮島 喬多文化共⽣の社会への条件:日本とヨーロッパ,移⺠政策を問いなおす』東京大学出版
会、2021 年 
永吉 希久子『移⺠と日本社会-データで読み解く実態と将来像』中公新書、2021 年 

21.成績評価 最終レポート 50 点と出席点 50 点 
22.コメント  
23.オフィスアワー 木曜午後、3 コース（春学期）4 コース(秋学後期) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回：グ
ローバル化
と現代日本
社会 

在留外国人は都市部でも農村部でも増加し、我々日本
人の暮らしも仕事も彼らの労働に大きく依存していま
す。しかし、多くの日本人は外国人を見ることもな
く、その問題に無関心です。しかし、国際コミュニケ
ーションを学ぶ皆さんは、多文化共⽣の現実と問題点
を考え、日本の政府や自治体の政策を学びます。そし
て、世界各国の取組みを知り、未来の日本社会を変え
る力を付けます。 
 

○アサイメント：身近に見た仕事をしている
在留外国人を二人ほど上げて下さい 
○事前学習：日本以外で盛んに移⺠を送り出
した国を一つ上げて下さい。 

第 2 回：欧
米で進む多
文化共⽣へ
の取組み、
移⺠から市

人口減少が進む EU 諸国、特にイタリアやドイツでは
人口の 2 割以上を占める外国人抜きには産業経済も
地域社会も成り⽴たなくなっています。外国人労働者
はもはや少数派ではなく、社会の重要な一部、移⺠で
はなく地元市⺠として活躍しています。その実態を知

○アサイメント：外国籍でありながら日本人
以上に日本人だと思う人はどんな人か述べて
下さい。 
○事前学習：今年はウクライナ難⺠がよく語
られますが、これ以外の難⺠の例を一つ上げ



⺠へ り、日本の共⽣社会の進路を考えます。 て下さい。 

第 3 回：移
⺠が市⺠に
変わるプロ
セスを知
る。どうす
れば共⽣社
会は進むか 

近年世界中で大規模な自然災害や武力紛争が続き、難
⺠や避難⺠が欧米先進国に押し寄せています。国連機
関や EU、各国政府、NGO が人道支援を進めます
が、⺠族対⽴は激化し、テロは深刻化、共⽣社会は危
機に瀕しています。一方、一部の先進国では多様性を
認めあう共⽣段階から社会的包括を経て社会的同化の
段階に進んだ地域があり、多様なルーツを持つ二世三
世が共⽣社会をリードし、寛容な社会づくりを進めて
います。EU の共⽣のまちづくりの様子を詳しく見て
いきます。 

○アサイメント：地域社会の中で地元の人々
が移⺠を嫌う理由は何か、気付いたことを上
げて下さい。 
○事前学習：神⼾で会った中国人を思い出し
て、どこで会ったか、看たか、書き出して下
さい。 

移⺠が市⺠
に変わるプ
ロセスを知
る。どうす
れば共⽣社
会は進むか 

国際都市神⼾の多文化共⽣、神⼾中国人コミュニティ
150 年史（神⼾華僑歴史博物館） 
EU 先進国の共⽣社会を日本で最初に実現したのは国
際都市神⼾です。平安時代から大陸や半島との交流の
拠点でしたが、1868 年の開港以来日本最大の貿易港
に成⻑、すでに 154 年の歴史があります。大学から
居留地、異人館街、南京町に出かけ、共⽣社会がどう
形成されたかを探しに行きましょう。 

○アサイメント：南京町で今でも営まれてい
る中国系の文化的伝統を一つ上げて下さい。 
○事前学習：神⼾市の 9 行政区別の在留外
国人数を調べて下さい。また、各区で最も在
留人数の多い国を挙げて下さい。 

5 月 19 日定
住する外国
人、神⼾の
新たな国際
化と共⽣社
会、⻑田区
の経験 

定住する外国人、神⼾の新たな国際化と共⽣社会、⻑
田区の経験 
震災被害の甚大さで知られる⻑田区は、今や神⼾の下
町、⻑田マダンや芸術祭が開かれます。一方、ベトナ
ム人集住地区でもあり、ローカルとグローバルが出会
う場所です。実は、世界の大都市には⻑田区に似たグ
ローバルな下町が多く、共⽣社会が形成されていま
す。昔から⻑田区には出稼ぎの人が多く住み、自分た
ちの経験を新住⺠と共有することでまちづくりを進め
てきたのです。その仕組みを現地で探ります。 
 

○アサイメント：日本が朝鮮王国を併合した
のは何時ですか、それはいつまで続いたか、
できるだけ詳しく述べて下さい。 
○事前学習：関⻄には神⼾の他に大阪市など
外国籍市⺠が多く住む町があります。外国人
の多い地区を上げて下さい。 

5 月 26 日関
⻄の国際社
会、大阪と
その周辺 

隣の大阪も国際都市、最近も日本で最もインバウンド
人気の高いの街でした。居住外国人数も大阪市で全人
口の 5.3％、大阪府全体でも 2.9％。神⼾市の 3.0％と
同様に全国平均を大きく上回ります。その半分近くを
韓国籍、26％が中国籍、中でも⽣野区は外国籍市⺠
の 2 割以上が暮らします。また今は、ベトナムやフ
ィリピン籍が増えています。皆さんのよく知る大阪の
町の共⽣社会を見に行きます。 

○アサイメント：この授業の受講中に、関⻄
の中で外国籍市⺠が多くすむ地区を一つ訪
れ、報告して下さい。 
○事前学習：外国籍市⺠には日本に永住する
人が多くいます。なぜ自国に戻らないのか理
由を想像して書きだして下さい。 

6 月 2 日日
本のエスニ
ック・マイ
ノリティの
多様性 

日本のエスニック・マイノリティの多様性 
移住者にとって日本社会は当面の⽣活拠点であるだけ
でなく定着の地にもなる。永住権をえた外国籍市⺠は
定着の傍ら盛んに移動し、⺟国やアジア諸国とのビジ
ネスを始めている。関⻄各地を中心にオールド・タイ
マーズとニューカマーズも分れる中国系の人々の活動
を紹介し，多様化を深める定住外国人の様子を見ま
す。南京町や鶴橋は今後どう面⽩くなるかを語り合い
ます。 
 

○アサイメント：外国籍市⺠の集まる街につ
いて、皆さんが感じる魅力を述べて下さい。 
○事前学習：皆さんの知っている日系人を思
い出して書き出して下さい。 



第 8 回：6
月 2 日グロ
ーバル共⽣
社会と行政 

グローバル共⽣社会と行政 
神⼾や大阪と違い中国人も韓国人も少なかった全国の
工業都市では、1990 年代に急増した日系人労働者の
様々な課題に直面し、多文化共⽣政策を進めてきまし
た。豊田市や浜松市がよく知られます。反面、神⼾
市・大阪市政の共⽣社会対策にも⻑い歴史と成果があ
ります。行政が何をなし、何ができないかったかを整
理し、行政の限界を知るとともに市⺠社会の役割を考
えます。 
 

○アサイメント：日系人はなぜ急に増加した
か、その理由を 3 点あげて下さい。 
○事前学習：外国に暮らすと子供の教育は大
きな課題です。皆さんがそんな状況の場合、
子供に日本語を教えますか。それとも現地の
言葉を教えますか。 

第 9 回：6
月 16 日地域
社会の外国
人問題、国
際コミュニ
ケーション
の役割 

地域社会の外国人問題、国際コミュニケーションの役
割 
日本政府は移⺠政策をとらない⽴場ながら、1990 年
代に日系人が急増した自治体では教育や医療など独自
の共⽣策を進めました。外国籍の子供は義務教育の対
象外ですが、全員小学校に受入れ未就学ゼロとして事
例（浜松市）や NPO の教育支援活動など、日本語教
育を担いコミュニティ能力を高める取組みの数々を見
ていきます。 
 

○アサイメント：日本の小学校で学ぶ日系人
の子供たちの困難はどんな点にあるか述べて
下さい。 
○事前学習：日系人が最も多く暮らす国と都
市を調べて下さい。 

第 10 回：6
月 23 日日本
人移⺠の歴
史を知るた
めの「海外
移住と文化
の交流セン
ター」 

日本人移⺠の歴史を知るための「海外移住と文化の交
流センター」見学 
1928 年開設のされた国⽴移⺠収容所（現在の神⼾市
⽴「海外移住と文化の交流センター」）は 1971 年ま
での半世紀、主に南米に移住する日本人のための訓練
センターでした。貧しい日本の農村から豊かさを夢見
て海外を目指した日系人一世の思いを探り、多文化共
⽣を考えます。 
 

○アサイメント：各自でセンターを訪れ学ん
だ日本人が移⺠した時代のことを自由に述べ
て下さい。 
○事前学習：日本の介護施設は今後増えます
が、そのピークはいつ頃でしょう。調べて下
さい。 

第 11 回：7
月 7 日現代
日本のケア
コミュニテ
ィ、東南ア
ジア女性の
労働力 

現代日本のケアコミュニティ、東南アジア女性の労働
力 
介護保険制度が始まって四半世紀がたつ日本では急増
する高齢者を前に深刻な介護人材不足に陥り、東南ア
ジアの女性に大きな期待が集まっています。 
 

○アサイメント：特定技能と技能実習⽣の違
いを述べて下さい。 
○事前学習：なぜ同性愛を否定的にみる人が
多いのか調べて下さい。 

7 月 7 日セ
クシュアリ
ティの多様
性：ゲイ・
レズビアン
運動、性同
一性障害 

セクシュアリティの多様性：ゲイ・レズビアン運動、
性同一性障害  
不用意で無知な発言は、多様な性のあり方（セクシュ
アリティ）を受容れる現代社会では許されないハラス
メントとされます。学校だけでなく､会社や地域社会
でも適切な配慮が不可欠です。排除でなく包摂する話
し方は、国際コミュニケーションを学び共⽣社会を担
う皆さんが身に着け、人々に伝えるべき内容です。 
 

○アサイメント：LGDP の人々が⽣きやすい
社会とはどうあるべきか、述べて下さい。 
○事前学習：キプロス戦争について事前に調
べて下さい。 

7 月 14 日グ
ローバル共
⽣社会と日

グローバル共⽣社会と日本 
世界各地では、まだ⺠族や宗教の違いによる紛争や差
別は解消しません。グローバル化が進んでも共⽣社会

○アサイメント：宗教対⽴とはどんな対⽴か
簡単に述べて下さい。 
○事前学習：やさしい日本語とはどんな話し



本 は簡単に実現しません。対⽴の現場それぞれで様々な
多大な努力が続き、成果も少なくありません。イスラ
ム教徒のトルコ系とギリシャ正教系の住⺠が対⽴した
キプロス紛争は、国連や EU の介入で再統合に向かっ
ています。こうした平和のための国際社会の取組みを
学びます。 
 

方か、簡単に述べて下さい。 

第 14 回：7
月 21 日グロ
ーバル化と
日本の共⽣
社会の行
方、⽣活支
援から活躍
支援へ 

グローバル化と日本の共⽣社会の行方、⽣活支援から
活躍支援へ 
文化的多様性が乏しく、閉鎖的だった日本の地域社会
がグローバル化に対応するために海外人材の活躍が期
待されます。総務省の「多文化共⽣推進プラン」で制
度改革が進み、「やさしい日本語」ガイドラインなど
共⽣社会への施策が進みます。その担い手となり海外
人材の活躍を支援する皆さんの役割、就職先を考えて
いきます。 
 

○アサイメント：海外人材を必要とする産業
部門を一つ上げて、その課題を書き出して下
さい。 
○事前学習：これまで学んだ共⽣社会論の中
で関心を持った課題を一つ上げて下さい。 

7 月 28 日排
除と共⽣、
包摂の未
来、内なる
グローバル
化を支える
力 

排除と共⽣、包摂の未来、内なるグローバル化を支え
る力 
最終回はこの科目で学んだことをまとめ、共⽣社会の
実現に向けた具体的なキャリアパスを考えます。⺠族
紛争の難⺠キャンプで働く、国内で移⺠労働者の子弟
の就学支援、日本語を教えるなど様々な活動の根底
で、この共⽣社会論での学びが活かし役⽴てるため
に、自分の言葉で問題を掘り下げ、解決方法を探りま
す。グループで話し合いブラッシュアップしてレポー
トにまとめて下さい。 

○アサイメント：最終課題を別途発表しま
す。 
○事前学習（最終回なので事前学習はありま
せん。） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
A71 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （カンボジア/2022
夏コンポントム） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本秀樹、椋田善之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 リサーチ入門を履修済みもしくは履修中 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【テーマ】Well-being を感じることができる毎日のくらしのあり方を考える 
Well-being を感じることができる毎日のくらしのあり方について、日本とは経済的に著しい
格差があるカンボジアを通して考えていきます。プログラムでは自分自身の日々のくらしを
起点として、「幸福」に関するこれまでの知見を概観しながら、実際にオンラインライブ中
継でカンボジア/コンポントムの地域社会やそこに住まう人々（現地の学⽣との交流も含
む）の日常⽣活に触れることで、人としてすべてが満たされた状態にある毎日のくらしのあ
り方につい 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・Well-being について自分のことばで説明することができる。 
・人としてすべてが満たされた状態にある毎日のくらしのあり方について、自分のことばで
語ることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜紹介します。 

21.成績評価 
事前学習：30％ 
期中学習：30％ 
事後学習：40％ 

22.コメント 

・オンラインプログラムです。 
・windows や zoom のアップデートは授業までに各自で済ませておいてください。 
・画面共有やアプリ、クラウドを使った協働作業をします。 
・授業中はビデオはオンにします（通信環境に問題がある場合を除く）。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学習 

1. プログラムの全体像、学習目標の理解 
2. Well-being に関する文献から学ぶ 
3. Well-being に関するこれまでの体験を言語
化する 
4. カンボジアの歴史、文化、経済状況を知る 
5. プログラムの我が事化を図り言語化する 
 

提出物 3 回 

期中学習 

現地とのライブ中継 
・村の 1 日の暮らし（一般的な家屋の状況や⽣活経
営の様子、調理、食事、掃除、洗濯、入浴、トイレ、
育児や介護などの⽣活行為など） 
・地域⽣活の様子（田畑や学校、市場、観光資源（遺
跡）、役場や集会所等の公共施設など） 
・地域住⺠と学習目標に関する直接的な意見交換（村
⻑や専門学校⽣など） 
 

提出物 3 回 



事後学習 

1. ライブ中継から得られた気付きを共有する 
2. 事前学習で得られた知見と関連付ける 
3. グローバルな視点（普遍的）で体験した事
と社会の問題とを接続する 
4. 学習目標に沿ってまとめる 
5. 学びの成果を全体で共有する 
 

学びのまとめ 1 回 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y71 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （中国/2022 夏鞍
山） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

・「リサーチ入門」を修得済みであること 
・「東アジアと日本」を履修していること
が望ましい（国コミは、「アジア研究」の
履修でもよい） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 サービスラーニング 

16.履修制限 

・2 年⽣以上 ・学費納入  
・事前事後学修、ならびに学内外に向けた活動報告会参加 
(事前学習を欠席したものは、途中からでも参加資格を取り消す) 
 

17.授業の目的と概要 

本プログラムでは、本学の協定校である中国遼寧省鞍山市の鞍山師範学院で日本語を学ぶ学
⽣たちに、特定のテーマをもとに CLIL（Content and Language Integrated Learning）スタ
イルで、オンラインで日本語教育支援を行う。日本と中国の共通の社会問題（を取り上げ、
日本、中国両国の相違点を踏まえながら、当該地域・国について学び考える中で、コミュニ
ケーション力の涵養、また異文化・多様性理解・問題発見/解決力の促進を行うものであ
る。 
 同大学の日本語教員と協働で遠隔での日本語教育の支援 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材 適宜レジュメを配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

事前学習レポート１０％ 
活動への参加 60%* 
*以下の提出物から判断する。 
・日本語教育支援活動の準備物（教案、教授ビデオ等、レジュメ、添削用紙、等）３０％ 
・ ディスカッションの準備物（レジュメ、ビデオ等）３０％ 
振り返りレポート３０％ 
 

22.コメント 
求める学⽣像：東アジア、特に中国に対してリスペクトし、グローバルな視点で物事を考え
られる人 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前：2020
年 7 月〜 

日本語支援活動の準備、および、ディスカッションの
ためのテーマ設定、準備活動。 

授業のための教案作成、 
ディスカッションのための資料集め、 
事前学習レポート 

2020 年 9 月
〜 

５日間：zoom などを使って、オンラインで日本語支
援活動を行い、コロナ対策の日中比較についての議論
もする。 

教授ビデオの作成 
学⽣の作文の添削 
ディスカッション内容のまとめ、 
自分たちの意見の更新、 
次回への準備 
 



事後：12 月 
日本語支援活動、および、設定したテーマについての
ディスカッションの振り返りを行って、全体報告会に
備える。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y72 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （シンガポール
/2022 夏） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分 

共通教育科目 
【シンガポール・ナン
ヤンポリテクニック
（NYP）との国際チー
ムによる PBL 型 GS】  
SDGs の統合的な領域
で、「安心・安全な」未
来社会の創造につい
て、アントレプレナー
する 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 
全学 
（授業はすべて英語で行なう） 9.履修学年 ２年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

●リサーチ入門あるいは同等の科目（社会
調査論）が履修済みであること。 
●グローバルな学びに関連する科目、コミ
ュニケーション基礎科目が履修済みである
こと。 
●英語で受講する場合：英語の科目を 4 単
位以上取得済み、かつ英語科目の GPA が
2.3 以上であること 
●日本語で受講する場合：アイディアや考
えを共有するために AI 翻訳サービスを使
いコミュニケーションを取るので、パソコ
ンやスマホが必要となる。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 チームベースの演習形式（同期・非同期型
オンライン学習） 

16.履修制限 15 名程度 

17.授業の目的と概要 

海外の学⽣たちと混合のチームをつくり、お互いが類似するようなグローカルな調査領域を
設定し、より安全で住みやすい未来社会に向けての課題を協議し、その課題解決に向けてグ
ローバルなチームで PBL による学習活動を展開する。そこでは、アクティブ・ラーニング
によるアジャイル型の学習モデルが要となる。SDGs の１７の項目を包括的に捉え、経済発
展・過度な経済発展による環境汚染等の問題の解決・社会への影響を考慮した問題解決策の
模索についてグローバルな視点から考えることで、未来型のグローバルな学びの経験を得る
ことができる。そ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・将来、グローバルな環境でキャリア人⽣を考えている学⽣、あるいは興味関心を有する学
⽣が将来のキャリアについて具現化できるようになる。 
・海外の SDGs の取り組みにも、興味関心を示し、幅広い領域で比較的な研究や調査ができ
るようになる。 
・新しいことにチャレンジするマインドセットの習得ができる。 
・グループで議論をしたり調査や活動を行ったりするなど、協調的な言動や行動がしっかり
とできるようになり、グローバル人材に育つきっかけとなる機会になる。 
・本学のミッション３C を日々実践しようとしている学⽣がグローバルな領域で実践するこ
とを意識するようになる。 
・英語のコミュニケーションによるグローバルな信頼関係構築できるスキルを体験学習によ



り習得できる。 
・インターナショナルプロジェクトチームによるアジャイルなデザイン思考の実践ができ
る。 
●グローバル・グローカルなレベルでの本学のミッションである３C の実践を行ない、グロ
ーバルな３C の実践経験を取得していく。 

19.教科書・教材 授業に必要となる学習資料は授業の中で、共有していく 
20.参考文献 授業の進行に合わせて、ジャストインタイムで提供していく。 

21.成績評価 

成績評価は以下の二項目から行なう。 
１．自己の学び、スキルアップ、成⻑ーーーー５０％ 
   信頼関係構築のコミュニケーション力、チームメンバーとしての 
   チームワーク力、エンパシー（思いやり力）、好奇心、クリティカル 
   シンキング力、イノベーション力、クイックリサーチ力、 
   ICT リテラシ力など 
２．アジャイル型チーム活動でのチーム貢献度ーーーー５０％ 
   協働での PBL、可変的なリーダーシップ、チーム活動への貢献 

22.コメント 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加することが単位取得の必須
条件となる。 

23.オフィスアワー 
【時間】金曜日２時限目及び昼休み 
【場所】神⼾山手キャンパス１号館２F 学習支援センター 
＊他キャンパス受講⽣は Zoom で対応（事前に連絡のこと） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学習 
プログラム
開始１−２
週間前から 

本学受講⽣：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講⽣：NYP キャンパス 
両校受講⽣：ヴァーチャル教室 
オリエンテーション、NYP について、 
グローバル・グローカルな視点からアントレプレナー
について実践的に学ぼう！、 
授業展開上のハウスルール等、本授業で必要な ICT
リテラシ（クラウドツール） 
 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第１週 
Week ONE 

本学受講⽣：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講⽣：NYP キャンパス 
両校受講⽣：ヴァーチャル教室 
デザイン思考、グローバルスタディでのインターナシ
ョナルなチーム協働型学習 
SDGs（１７のゴール）について学ぼう。 
調査からわかったことの共有。 
 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第２週 
Week TWO 
 

本学受講⽣：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講⽣：NYP キャンパス 
両校受講⽣：ヴァーチャル教室 
プロジェクトチームをつくろう！ 
チームビルディングワーク、チーム名、チームのミッ
ション、ビジネス目標等についてディスカッション 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第３週 
Week 
THREE 

本学受講⽣：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講⽣：NYP キャンパス 
両校受講⽣：ヴァーチャル教室 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情



 リーンスタックキャンバス、４P 分析、４C 分析、
SWOT 分析等のツールを使って、プロダクトデザイ
ンをおこなう（１） 

報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第４週 
Week 
FOUR 
 

本学受講⽣：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講⽣：NYP キャンパス 
両校受講⽣：ヴァーチャル教室 
リーンスタックキャンバス、４P 分析、４C 分析、
SWOT 分析等のツールを使って、プロダクトデザイ
ンをおこなう（２） 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 

第５週 
Week 
FIVE 
 

本学受講⽣：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講⽣：NYP キャンパス 
両校受講⽣：ヴァーチャル教室 
社名、プロダクト名、プロダクトデザイン、パッケー
ジデザイン、マーケティング戦略、Web サイト、宣
伝広告・チラシ等の制作、損益分岐点までの中⻑期の
持続可能性計画の策定 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 
チーム活動による成果物はチーム活動資料協
働開発・共有用の共有ドライブに管理するこ
と。 

事後学習 
プログラム
終了後１−
２週間 
 

本学受講⽣：神⼾山手キャンパス 
NYP 受講⽣：NYP キャンパス 
両校受講⽣：ヴァーチャル教室 
● まとめ、ふりかえり、学内の仲間たちに学びの経
験と成果を共有しよう！ 
● GS 成果発表会（ポスターセッション）、オープ
ンキャンパス等で学びの共有をおこないます。 
● 非同期での開催用にビデオ版プレゼンテーション
を作成します。 
 

チーム用各種オンラインキャンバス
（Padlet,LeanStack,FlipGrid, Mentimeter
等）に、今週分のチーム活動の記録、共有情
報、作業分担表、作業の進捗状況等を投稿、
アップデートしておくこと。 
チーム活動による成果物・プレゼンテーショ
ンビデオはチーム活動資料協働開発・共有用
の共有ドライブに管理すること。 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y73 

2.科目名 グローバルスタディⅠ （台湾/2022 夏） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分 

共通教育科目 
【台湾亞洲大學との大
学間国際協定により実
施する科目】 
ウィルネス・SDGs の
統合的な領域で、これ
からのクロスカルチャ
ーコミュニケーション
についてアジア地区の
大学⽣たちと考える科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 全学 9.履修学年 ２年⽣以上 

10.取得資格の要件 

特になし 
英語でコミュニケーション
を取れるレベルの英語力を
有すること 

11.先修条件 

●リサーチ入門あるいは同等の科目（社会
調査論）が履修済みであること。 
●グローバルな学びに関連する科目、コミ
ュニケーション基礎科目が履修済みである
こと。 
●英語で受講する場合：英語の科目を 4 単
位以上取得済み、かつ英語科目の GPA が
2.3 以上であること 
●将来留学を考えている学⽣ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義形式と実習演習を組み合わせたハンズ
オン・ヘッズオン形式 

16.履修制限 10-15 名程度 

17.授業の目的と概要 

<b>オンライン留学で異文化コミュニケーション体験をしよう（講義言語：英語）</b> 
台湾で最も美しいキャンパスの 1 つとしてあげられる亞洲大學のサマープログラムです。キ
ャンパス美術館にはロダンの考える人像があるアカデミックなキャンパスです。本プログラ
ムは、様々なアジアの国々からの学⽣が参加するプログラムです。コロナ禍でも、オンライ
ン留学でアジアの国々の大学⽣と一緒に異文化コミュニケーションが体験できるユニークな
プログラムです。この夏のプログラムは、オンラインでおこないますが、多様な学習体験を
企画していま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・将来、⻑期の留学をしてみたいと考えている学⽣にとって、留学シミュレーションを体験
することで留学の具現化、イメージ化ができる。 
・将来、グローバルな環境でキャリア人⽣を考えている学⽣、あるいは興味関心を有する学
⽣が本留学シミュレーションで、キャリアの判断ができる。 
・海外の学⽣と協働で学びに取り組むことで、クロスカルチャーな領域、様々な社会現象、
グローバル社会の問題点に興味関心を示し、比較的な研究や調査をやってみたいと思うよう
になる。 
・新しい世界観、モノの見方ができるようになる。 
・心の境界線が消えるきっかけとなる。 
・グループで議論をしたり調査や活動を行ったりするなど，協調的な言動や行動の大切さが
理解できるようになる。また、自ら実践しようという気持ちになる。 
・学内で習得した本学のミッション３C をグローバルなレベルで実践したくなる。 
・英語でのコミュニケーションによるグローバルな信頼関係を構築する体験学習をすること



で、クロスカルチャーなコミュニケーションについてもっと知りたくなる。人⽣が変わるき
っかけとなることが自覚できる。 
本学の DP の総合的な３C の実践をめざしているプログラムである。 

19.教科書・教材 
授業に必要となる学習資料は授業の中で、共有していく 
亞洲大學の担当教員の指示に従って提供していく 

20.参考文献 授業の進行に合わせて、ジャストインタイムで提供していく。 

21.成績評価 

成績評価は以下の三項目から行なう。 
【段階】−−−それぞれ３３％（各段階で２０％以上が必要） 
１．事前学習での出席及び学習態度＆課題提出度と質的評価 
２．オンライン授業での出席及び学習態度＆課題提出度と質的評価 
３．事後学習での出席及び学習態度＆課題提出度と質的評価 
【学習態度に含まれる要素】 
１．自己の学び、スキルアップ、成⻑ 
   信頼関係構築のコミュニケーション力、チームメンバーとしての 
   チームワーク力、エンパシー（思いやり力）、好奇心、クリティカル 
   シンキング力、イノベーション力、ク 

22.コメント 
【重要】 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加することが単位取得の必須
条件となる。 

23.オフィスアワー 
【時間】金曜日２時限目及び昼休み 
【場所】神⼾山手キャンパス１号館２F 学習支援センター 
＊他キャンパス受講⽣は Zoom で対応（事前に連絡のこと） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
説明会 
7/25 −  
7/31 
 

神⼾山手キャンパス 
対面またはオンライン（尼崎・三木キャンパス） 
本プログラム内容説明、参加にあたっての心構え 
Teams の使い方（チュートリアル） 

PC を持参のこと 

事前：対面 
8/1 − 
8/7 
 

神⼾山手キャンパス（対面） 
Opening Ceremomy 
サマープログラム：オンライン授業開始（イントロダ
クション、オリエンテーション） 
Placement Test 
＊Zoom ではなく、Teams をオンライン授業で使用
する 
 

PC を持参のこと 

授業 
8/8 − 
8/14 
 

神⼾山手キャンパス（対面またはオンライン） 
毎日 6 時間相当の講義・グループ課題演習等の学習
プログラムがあります 
Travel/Culture/Daily Life/Campus Life/Field Trip/ 
 

PC を持参のこと 

授業 
8/15 − 
8/21 
 

神⼾山手キャンパス（対面） 
Final Exam 
Closing Ceremony 
 

PC を持参のこと 

事後：対面 
8/22 − 
8/31 

神⼾山手キャンパス 
対面：事後授業（ふりかえり、アセスメントセッショ
ン） 

PC を持参のこと 



  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y74 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （フィンランド
/2022 夏 GTP） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件 「リサーチ入門」を修得済みであること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 教育実習型のオンライン海外研修 

16.履修制限 

・2 年⽣以上でプログラム説明会に参加していること 
・学費納入 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加 
 

17.授業の目的と概要 

●フィンランド国内において、教育と wellbeing な暮らしがどのように関連しているかを学
ぶ 
●フィンランドの教育において重視されているポイントを学び、「日本」に関わる文化や言
語などをテーマにした授業をフィンランドの小学⽣に zoom で実施する。 
●フィンランドの教育について学んだことを元に、日本の教育をより良くする方法を考える 
 世界幸福度ランキングで 3 年連続世界一を取得しているフィンランドでは、幼少期の頃か
らのキャリア教育や、サウナやキャンプなど自然の中でのアクティビティが、Wellbeing な
⽣活 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

フィンランドの公⽴小学校とのオンライン教育実習 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(5) コミュニケーションスキル 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

成績評価 
事前学習レポート      10％ 
授業準備のための提出物   30％ 
・授業計画書 
・英語スクリプト 
・授業用資料（パワポ等） 
＋活動日誌 
授業実習の評価       30％ 
・attitude / comprehensible 
プレゼンテーション & 最終レポート     30％ 
GS 全体の最終報告会でのプレゼンをする人は最終レポートを免除します  
 

22.コメント 

・子どもが好きな方や、先⽣を目指している方  
・臨機応変な環境で、難しいチャレンジに挑戦してみたい方 
・「子どもたちのためになる、いい時間を作る」という責任感がある方 
足りない力は事前研修とプログラムの 1 週間目で伸ばすため、英語力も授業力も問いませ
ん。 
公⽴小学校での実習がメインのプログラムなので、スケジュールは小学校の予定によって柔
軟に変動することをご了承お願いします。 
 



23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前：2020
年 11 月〜2
月 

 事前・期中・事後学習の全体的なスケジュール 
【事前研修】 
 ① オリエンテーション / チームビルディング / 海
外の教育学を学ぶ際の研究手法について 
 ②フィンランドの教育システムやライフスタイル、
基礎的な文化歴史の学習 
 ③フィンランドの教育指導要領に沿った授業のテー
マ作り 
【期中】 
 ④ フィンランドの校⻑先⽣から学ぶ授業のポイント
について 
 ⑤ チームで日本語での指導案の作成 
 ⑥ チームで英語での指導案作成 
 ⑦⑧ 授業の練習 
 ⑨ チームで英語での模擬授業 
 ⑩ フィンランドの小学校での 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS102-
Y75 

2.科目名 
グローバルスタディⅠ （韓国/2022 夏ソウ
ル） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 山手キャンパス観光専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 

 
リサーチ入門履修、実用英
語 A、観光事業論、韓国語
履修済みの学⽣ 

11.先修条件 
リサーチ入門履修、観光産業論、観光実務
論履修済みと韓国語履修済みの学⽣ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 現場実習 

16.履修制限 
・2 年⽣以上 ・学費納入 ・リサーチ入門、観光産業論、観光実務論、履修済みと韓国語
履修済み者 

17.授業の目的と概要 

＊新型コロナウイルスの感染拡大は、観光需要の低調や外出の自粛などを引き起こし、地域
の多様な産業に対し深刻な被害を与えている。このため、新型コロナウイルスの収束後に
は、我々の地域を再活性するための需要喚起が必要である。 
＊特に韓国人の訪日旅行客の減少により、関⻄地域における観光・運輸業・飲食業・イベン
ト・エンターテイメント業などが大きな影響を受けている中、いままで自粛している韓国人
に、コロナを克服する安心・安全・安定の危機管理を進める神⼾地域の新たな魅力を積極的
に発信し、潜在的な旅行客を誘致する実践的な学習 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

?遠隔で求めた韓国の情報を参考しながら、自分らが直接行う神⼾地域のフィールド調査や
観察をまとめ、新しいプランを作成し、そのプランを関連機関（神⼾市、観光連盟、DMO
など）に提案する。 
?事後学習としては GS で学んだことを就職型 ISⅡ、Ⅲに応用して、そのケーススタディと
して 
卒業論文につなぐことを目標としています。 
ディプロマ・ポリシーとの関連性 
①自分の力で企画・観察・分析を行い自律性を身につける。 
②プロジェクトを達成することに問題発見・解決能力を身につける。 
③グループワーク中心の授業の中、コミュニケーション能力を身につける。 
④多国籍学⽣とのコミュニケーションの中、多様性理解を身につける。 
⑤地域との連携事業を実施するプログラムとして社会貢献に身につける。 
⑥観光分野の専門知識の上に実施するプロジェクトプロブラムで専門知識・技能の活用力を
身につける。 

19.教科書・教材 授業の際、ワークシートを課題とする 
20.参考文献 担当教員の PPT 資料や映像 

21.成績評価 

事前学修２０点（Webclass) 
現場実習 韓国の協定大学学⽣らとの遠隔交流会とミッションを果たす。（３０点）
Webclass 
日本の地域現場でのフィールド調査、観察、新プログラム設計など（30 点）Webclass 
事後学修振り返りと発表・e ポートフォリオ（２０点）Web Class 

22.コメント 
この授業は観光ではなく、海外現場の情報を求めて新観光プランをする学修であるので、し
っかり認識することが大事です。韓国人大学との交流で英語や韓国語で徹底的に対応できる
ように鍛えることが大事です。 

23.オフィスアワー 金曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



9 月 8 日、1
回 

事前学習では  
?韓国の文化や観光・教育、これまで開催された国際
スポーツイベントや年度別、地域別観光統計・変化推
移・ブログ・Facebook・Instagram・YouTube など
様々な媒体を事前に調べる。、講義やグループディス
カッション等を通して理解する。 
?韓国はポストコロナの克服をどのようにしているの
かについて事前情報を調べる。 
?日本国内での観察や関係先の訪問等を踏まえなが
ら、韓国におけるインバウンド観光対応に関する調査
計画書作成をグループごとに作成する 
?韓国の SangMung 大学の日韓文化コン 

ノート PC 使用 

9 月 12 日 
2 回 

大学との交流：（ソウル SangMyung 大学） 
?韓国のソウル市内にある SangMyung 大学の学⽣ら
と遠隔交流会実施する 
本学が準備しているミッションと日本観光地発信と韓
国人大学⽣らかの韓国文化コンテンツを取り入れるな
ど相互交換会を実施する。 
韓国企業との交流（日本観光企画専門会社） 
?ソウルにある訪日観光を企画する専門家によるレク
チャーを遠隔で実施する。 
日本観光情報や状況などについて会議する。（ディス
カッションなど） 

遠隔交流会で ノート PC 使用 

9 月 13 日 3
回 

①現場学習：神⼾地域への現場調査・観察・新プログ
ラムづくりの設計資源を求める。 
神⼾観光局のセミナー実施、現場学習へ 
クループワークとして地域別、テーマ別、客層別など
で現場学習を実施する。 
観光プランづくり（交通・宿泊・観光地・買い物・体
験・神⼾のゆかりなど） 
大学に戻り、振り返り 
 

現場調査 

9 月 14 日 
4 回 

②現場学習：現場学習①に加えて、実現可能なプラン
にまとめる。 
距離感・予算・期待価値・リピーター可能性・新鮮
感・創造⽣・継続可能性などを基づきまとめる。 
大学に戻り、振り返り実施 

現場調査 

9 月 15 日 
5 回 

③現場学習：現場学習②に加えて、実現可能なプラン
にまとめる。 
距離感・予算・期待価値・リピーター可能性・新鮮
感・創造⽣・継続可能性などを基づきまとめる。 
大学に戻り、振り返り実施 

現場調査 

9 月 16 日６
回 

事後学習①：新プラン作成を最終的にまとめる振り返
り。 
クループ別に PPT 作成し、発表し、優秀なプランを
選抜する。 
?各グループによるまとめた資料でプランや提案書を
作成し、中間報告する。 

編集用ノートパソコン 



?優秀報告書の選出と最終報告会での評価を受けて、
参加者全員による振り返りをする。 
?受講者各自が GS で学んだことを ISⅡ.Ⅲ・卒業論文
に応用することを踏まえて最終レポートとしてまとめ
る。 
 

9 月 17 日 7
回 

6-2.授業内容 
事後学習②：新プラン作成を最終的にまとめる振り返
り。 
クループ別に PPT 作成し、発表し、優秀なプランを
選抜する。 
?各グループによるまとめた資料でプランや提案書を
作成し、中間報告する。 
?優秀報告書の選出と最終報告会での評価を受けて、
参加者全員による振り返りをする。 
?受講者各自が GS で学んだことを ISⅡ.Ⅲ・卒業論文
に応用することを踏まえて最終レポートとしてまとめ
る。 

編集用ノートパソコン 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS103-
Y01 

2.科目名 地域研究（北米圏） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤泰⽣ 

5.授業科目の区分 基盤教育 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全専攻 9.履修学年 全学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：現代のアメリカ社会を理解するのに必要な歴史的視野を培う。 
概要：植⺠地時代から現代までのアメリカ合衆国の歴史と文化を概観し、現代アメリカ社会
を形づくる規範の⽣成と変成を学びます。加えて 2022 年度は、ジェンダー規範に注意を払
い、その存在がアメリカ女性の⽣き方にどのような影響を与えてきたか、文学表象、回が、
映画などを取り上げながら学びます。 また、読書レポートの執筆を通じて、小説を読みな
がら外国の歴史や文化を学ぶ視点を取得します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 ジェンダー規範の歴史構築性が指摘されるようになって久しいにもかかわらず、その規範
を批判的に乗り越えるのは容易なことでありません。授業での学習を通し、その困難に丁寧
に向かい合い、well-being の基板形成に不可欠なジェンダー規範への理解を深め、異文化へ
の感性を高めることが学習の目標になります。具体的に①〜⑤を目標とする。 
① 18 世紀、19 世紀における合衆国の歴史と文化について基礎知識を習得する。 
② 異なる文化を持つ異なる⺠族が共⽣するうえでの問題点を理解する。 
③ ジェンダー平等の先進国とも追われるアメリカ合衆国における女性の経験を学ぶ。 
④ ⿊人奴隷制がアメリカ合衆国に根付いた歴史を理解する。 
⑤ ①〜④を学ぶことで、文化の多様性への理解を学⽣は修得する。 

19.教科書・教材 
ナサニエル・ホーソン著/八木敏雄訳『緋文字』[原著 1850]（岩波文庫）[購入すること] 
他の補助教材を適宜授業中に紹介します。 

20.参考文献 
和田光弘編『大学で学ぶアメリカ史』（ミネルヴァ書房、2014） 
そのほか必要な参考資料を Webclass で適宜配布します。 

21.成績評価 

学期中に提出を求める複数の歴史⽩地図 ーーー 20 点  (学修目標①に対応） 
教材に指定した小説の読書レポート  ーーーー 30 点  (学修目標②③に対応) 
学期中に鑑賞する映画の感想レポート ーーーー 10 点 （学習目標④に対応） 
総括試験              ーーーー 40 点 （学習目標⑤に対応） 
全ての評価対象を実施、提出したうえで、合計 60 点以上の評価で合格となる。 

22.コメント 

 地域研究で大切なことは、興味の対象に近づき、味わい、驚き、不思議に思い、楽しむこ
とです。そして、その気持ちの原因を自分で分析することが何より大切です。受講⽣のそう
した気持ちを確かめながら授業では講義を進めます。疑問に思うことがあったら遠慮無く質
問をして下さい。 
 なお、読書レポートや映画の感想などは、自分の言葉で必ず書くこと。剽窃（コピペ）を
発見した場合、理由のいかんにかかわらず、その学⽣には単位を出しません。剽窃（コピ
ペ）は犯罪です。この点は厳格な判定をするので、注意をすること。 
 

23.オフィスアワー 毎週木曜日 3 時限：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 講義「導入：近代アメリカの歴史と文化を学ぶ」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 



第 2 回 講義「ピューリタニズムの歴史遺産：英領植⺠地にお
ける多元社会の模索」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
提出：歴史⽩地図「合衆国大陸 48 州の州名
記入」（⽩地図データは Webclass で配布） 

第 3 回 講義「信仰と寛容：政教分離と良心の自律」 復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 4 回 講義「⿊人奴隷制社会の誕⽣：自由と隷属」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 5 回 講義「独⽴革命の論理：独⽴から相互依存へ」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 6 回 講義「連邦憲法の成⽴：権威・政府・国⺠」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
 

第 7 回 
講義「近代アメリカにおける女性の経験：「共和国の
⺟」が⽣まれるまで」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
提出：教材『緋文字』読書レポート(提出方
法は Webclass で指示します) 

第 8 回 講義「アメリカ女権運動の黎明：セネカフォールズに
おける「所感の宣言」」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 9 回 
講義「個人主義とコミュニタリアニズム：性の規範に
挑戦した者たち」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 10 回 
映画鑑賞「『それでも夜は明ける』：南部社会論の系
譜」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
提出：①歴史⽩地図「1860 年における自由
州と奴隷州」（⽩地図データは Webclass で
配布）②鑑賞した映画の感想（教室で手書き
で提出） 

第 11 回 
講義「反奴隷制度運動と社会改革の時代：セクショナ
リズムの時代を⽣きる女性」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 12 回 講義「南北戦争：国⺠国家の誕⽣」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 13 回 
講義「二つのゲティスバーグ演説：奴隷解放の蹉跌と
その歴史遺産」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 14 回 講義「19 世紀女権運動と「新しい女」の模索：「家庭
の天使」からの解放を求めて」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 15 回 授業の総括と試験：「近代アメリカの歴史と文化：女
性の視点」 

試験：授業の振り返りをしたあと、論述試験
を教室で行う 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS106-
A01 

2.科目名 日本文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山中美佳 

5.授業科目の区分 
リベラルアーツ 
人間学総合教育科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 一年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：「文化」に対する見方を養えるようなることを最終目的とする 
概要：日本文化の基盤となる思想、宗教観、⽣活習慣、文学作品、芸能とその歴史的背景を
通じて、現代の日本文化がいかに成⽴したかを学ぶ。その学びを通じて、現代人の我々が信
じる「文化」とはどのような定義で、どのような枠組みなのか、また、はたして我々の文化
の捉え方は確かといえるのかどうかを確認する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

それぞれ下の DP に対応する 
?日本の文化（思想、宗教観、モノづくり、文学作品、芸能）について説明できるようにな
ること。?DP（３）（５）? 
②授業内で扱ったトピックのうち、一つでも対外的に説明できるようになること。?DP
（５）? 
③「文化とは何か」ということについて自分の考えを論述できるようになること。?DP
（１）（３）（４）? 
④「文化」という概念を理解することで、社会や世界に出た時に深い見識を持つこと。?DP
（２）（３）（６）? 
DP（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
  （2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
   （3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
   （4）問題発見・解決力 
   （5）コミュニケーションスキル 
   （6）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 
授業中にプリントを配布する。初回からすべての配布物は、きちんとファイリングなどで保
管をしておくこと。 
また、WebClass に配布資料を提示するので、気を付けて見ておくこと。 

20.参考文献 授業中配布のプリントに記載。あるいは、授業中に提示。 

21.成績評価 

成績：以下の配点でつける（状況により配点が変わることもある） 
【試験】 
・中間テスト２０点 《学習目標①に対応》 
・総括テスト３０点 《学習目標①②③に対応》 
 ■知識テスト１０点（５点×２回） 《学習目標①に対応》 
【提出物】 
リフレクションシート提出２４点（３点×８回） 《学習目標①に対応》 
【活動】 
★ワークＡ「私の考える《文化》とは」６点 《学習目標①②③④に対応》 
★ワークＢ「文化としての必須性質」１０点《学習目標①②③④に対応》 
例年はグループワークだが、今年度は個人でする。ただし他者と話し合 

22.コメント 
【重要】 
教員からのメールを見ない学⽣が多く、連絡がつかないために、小テストや成績に影響して



しまう可能性があるので、必ず一日に一度はｗｅｂｃｌａｓｓ経由のメールをチェックする
こと。情報取得や連絡という点において敏感であるということは、社会人に必須の事柄なの
で、練習だと思って気を付けておくように。 
【授業以外のこと】 
例年は学外見学レポートがあり、希望者のみだが美術館などの入館料、観劇の入場料が別途
必要となる。ただし、感染症流行により、今年度は行わない可能性がある。 
【試験の内容について】 
試験は、知識問題と論述問題の両方出題する。 

23.オフィスアワー 授業開始の前後に質問などがある場合は声をかけて下さい。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
4 月 8 日 
 

［ガイダンス］ 
授業のねらいと運用についての説明する。  

4 月 15 日 

［グループワーク］ 
・文化とは何か。現段階で、自分が考える「文化」を
定義づけしてみる。 
・グループごとに自分たちが考えた文化とはどのよう
なものか一言で定義づけし、全員で共有する。（話し
合いは一定距離を保つか ZOOM でおこなう）ＰＣ持
ちこみの可能性あり。 

【提出】 
授業内で考えをまとめ、各個人が所定の用紙
に書いて提出。 
★ワークＡ「私の考える《文化》とは」 

4 月 22 日 

【第 3 回】［文化の基底］ 
・日本語の成⽴ 
・神代から平安末期の宗教観の変遷 
・陰陽師の功績（暦の作成） 
・大陸の影響 

【提出】 
リフレクションシート No.1 
【宿題】 
知識テスト?のための学習 
十二支・方角・時刻・月の異名・四季の区分
を覚える 

5 月 6 日 

【第 4 回】［王朝文学の歴史背景］ 
・『源氏物語』の大まかなあらすじを知る 
・『源氏物語』の書かれた理由と歴史的背景を知る 
・『源氏物語』の影響力  
＜知識テスト?＞十二支・方角・時刻・月の異名テス
ト 
 

【提出】 
知識テストを提出して授業を終えること。 
オンラインで受講している場合は WebClass
上で受験し提出すること。 

5 月 13 日 

【第 5 回】［平家物語と座］ 
 ・『平家物語』とは 
 ・『平家物語』と兵庫県 
 ・『平家物語』の深淵に横たわる一筋の観念 
 ・読み本系と語り本系―誰が語り、誰が聴いたか 
 ・『平家物語』を初めとする軍記物が流行した時代
とその背景 
 ・『平家物語』の影響力と普遍性 
 

【提出】 
リフレクションシート No.２ 

5 月 20 日 

【第 6 回】［相撲を知る］ 
・現代の日本大相撲の見どころ 
・相撲を支える人々と技術 
・相撲の歴史――神事、そして、大衆の関心 
 ・転換期としての現代の相撲 
 

【提出】 
リフレクションシート No.３ 

5 月 27 日 【第 7 回】［中間テスト］ 【提出】 



 ・知識を問うテストと論述のテスト 中間テストを受けて提出 

6 月 3 日 

【第 8 回】［禅］ 
・Culture du Japon の代表 「禅」―フランスにお
ける「ＺＥＮ」の流行 
・鎌倉仏教の分かれ道 
・禅の総本山 
・永平寺の雲水が求めるもの 
・精進料理に見る精神  
 ・もう一つの普遍性 
 

【提出】 
リフレクションシート No.４ 

6 月 10 日 

【第 9 回】［能を知る］ 
・猿楽から能へ 
・観阿弥と世阿弥 
・『風姿花伝』に説く「花」とは 
 ・現代のリーダーたちの哲学書としての『風姿花
伝』 
 

【提出】 
リフレクションシート No.5 
【宿題】 
知識テスト?の学習 
室町時代に興った文化を覚え、それらを誕⽣
させた要素を覚えておく。 

6 月 17 日 

【第 10 回】［文楽を知る］ 
 ・文楽の基礎知識 
 ・近松門左衛門とは――尼崎との縁 
・現代における文楽存亡の危機 
 ・文楽を見る  
＜知識テスト?＞室町時代に興った文化とその誕⽣の
要素 
 

【提出】 
知識テストを提出して授業を終えること。 
オンラインで受講している場合は WebClass
上で受験し提出すること。 

6 月 24 日 

【第 11 回】［歌舞伎を知る］ 
 ・阿国から現代の歌舞伎までの流れ 
 ・「勧進帳」を見ながら、歌舞伎の基礎知識を学ぶ 
 ・現代の歌舞伎 
 

【提出】 
リフレクションシート No.６ 

7 月 1 日 

【第 12 回】［モノづくり文化：刀剣］ 
・神代における剣の意味 
・草薙剣と壺切御剣 
・日本刀への移行 
・海外での「日本刀」への認識、興味 
 

【提出】 
リフレクションシート No.７ 

7 月 8 日 

【第 13 回】［モノづくり文化：陶磁器］ 
 ・若き職人 
 ・資本主義、経済優先主義の中での存亡 
 ・文化の融合、分離  
 

【提出】 
リフレクションシート No.８ 
【宿題】 
・総括テストに備えて復習をする 
・授業を全て受けて、自身の捉えていた「文
化」観はどう変化したかを考えておく。 

7 月 15 日 

【第 14 回】［グループワーク＆ディスカッション］ 
・授業を通して自身の「文化」観はどう変わったか。 
・習慣と文化の違いについて考えてみる。 
・文化の普遍性とは何かを話し合う。 
・話し合った結果、簡単に発表しあう。 
（発表できない状況であれば教員が集計し全員と共

【提出】 
★ワーク B「文化としての必須性質」 
【宿題】 
総括テストに備えて復習をする 



有。話し合いは一定距離を保って行う）。 
 

7 月 22 日 
【第 15 回】［総括テスト］ 
・知識を問うテストと論述のテスト 

【持物】 
授業ノート、筆記具、学⽣カード 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS106-
M01 

2.科目名 日本文化論 （日本文化） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上村和美 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 副専攻（世界と日本を考え
る） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、文学作品と伝統芸能から日本文化にアプローチし、時代が移り変わっても感
動を覚える「普遍性」について考える。 
【概要】前半では、古典文学、芸能について学び、視聴覚資料も用いて理解を深める。ま
た、後半は指定テキストを用いて芥川龍之介の作品について学び、映画などの現代芸術にも
触れる。これらのことから、日本における文化的歴史的特性を知ると同時に、真の国際人と
なるための視野を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①文化の普遍性について理解できる。 
②日本の伝統芸能についての理解を深め、知識が持てる。 
③文化に対する視点を養うことができる。 
④特定のトピックの日本文化について説明ができる。 

19.教科書・教材 新潮文庫『文豪ナビ 芥川龍之介』（新潮社）2004 ISBN:4-10-102500-2 C0195 
その他、プリントを授業中に配付する。 

20.参考文献 随時、授業の中で紹介する。 

21.成績評価 

①小課題：１０％（川柳：3 点、映画『羅⽣門』：3 点、特別講演会：4 点））     
②小テスト：１０％（２回実施）    
③中間テスト：２5％（100 点満点を 20％に換算） 
④作品の暗誦：１０％ 
⑤総括テスト：３５％（100 点満点を 35％に換算） 
⑥学外見学レポート：１０％ 

22.コメント 授業で使用した PPT や、配付資料は WebClass で随時公開していきます。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限（水竿館 2 階 ALR） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
4/12 

ガイダンス 
・授業のねらいと運用について説明する。 

 

【第 2 回】 
4/19 

川柳を知る・作る 
・韻文と散文の違い、短歌と川柳の違い、川柳とはど
のようなものかについて学ぶ。 
・自身の大学⽣活を見つめなおし、川柳を作る。●＜
小課題１＞ 
・学外見学について 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
★期日までに指定された Webclass へ 1〜2
句の川柳を投稿する。：＜小課題 1＞（60
分） 
★期日までに学外見学を実施し、所定のレポ
ートを提出する。：＜学外見学レポート＞
（予備学習＋現地での活動＋レポート作成：
(300 分） 
○4 作品中から暗誦課題を選び、7 月末まで



に暗誦を完成する。（300 分） 

【第 3 回】 
4/26 

作品の舞台を知る  
・王朝文学の傑作である『源氏物語』が書かれた時代
背景を知る。 
・身近な場所を舞台として描かれた巻について学ぶ。 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○第７回授業で実施する＜小テスト①＞（源
氏物語・巻の名）の準備を行う。（30 分） 
○中間テストに向けての準備を行う。（30
分） 

【第 4 回】 
5/10 

特別講演会「『古事記』を聴く（仮題）」講師：荻野恵
美子先⽣ 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○第７回授業で実施する＜小テスト①＞（源
氏物語・巻の名）の準備を行う。（30 分） 
○中間テストに向けての準備を行う。（30
分） 

【第 5 回】 
5/17 

語りの文学とは 
・『平家物語』を琵琶の語りによって鑑賞する。 
・『平家物語』の基礎知識について学ぶ。 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○第７回授業で実施する＜小テスト①＞（源
氏物語・巻の名）の準備を行う。（30 分） 
○中間テストに向けての準備を行う。（30
分） 

【第 6 回】 
5/24 

古典芸能（１） 
能を鑑賞しながら、能の基礎知識について学ぶ。●＜
小テスト①＞ 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○第７回授業で実施する＜小テスト①＞（源
氏物語・巻の名）の準備を行う。（30 分） 
○中間テストに向けての準備を行う。（60
分） 

【第 7 回】 
5/31 

古典芸能（２） 
歌舞伎を鑑賞しながら、歌舞伎の基礎知識について学
ぶ。 
・中間テストについて 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○中間テストに向けての準備を行う。（60
分） 

【第 8 回】 
6/7 

中間テスト 
これまでの内容を再確認し、評価する。 
・＜小テスト②＞の範囲について（プリント配付） 

○第 11 回授業で実施する＜小テスト②＞
（月の異名、十二支）の準備を行う。（60
分） 

【第 9 回】 
6/14 

・中間テストの返却と復習。 
古典芸能（３） 
・文楽を鑑賞しながら、文楽の基礎知識について学
ぶ。 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○中間テストの内容について復習する。（60
分） 
○第 11 回授業で実施する＜小テスト②＞
（月の異名、十二支）の準備を行う。（60
分） 

【第 10 回】 
6/21 

現代の芸術（１）  
・映画『羅⽣門』についての事前学習。 
・芥川龍之介の人⽣と人物像について学ぶ。 

★＜小課題２＞を総括テスト実施日
（7/30）までに提出する。（60 分） 
○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○テキスト『文豪ナビ 芥川龍之介』全体に
目を通して、印象に残った個所にマーキング
しておく。（90 分） 
○第 11 回授業で実施する＜小テスト②＞
（月の異名、十二支）の準備を行う。（90



分） 
○総括テストに向けての準備を行う。（60
分） 

【第 11 回】 
6/28 

現代の芸術（2） 
芥川龍之介の小説『藪の中』をモチーフとする映画
『羅⽣門』（監督：⿊澤明）を鑑賞する。●＜小課題
２＞ 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○総括テストに向けての準備を行う。（30
分） 

【第 12 回】 
7/5 

現代の芸術（3） 
●＜小テスト②＞ 
・映画『羅⽣門』をふりかえる。 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○総括テストに向けての準備を行う。（30
分） 

【第 13 回】 
7/12 

現代の芸術（4） 
・演劇やミュージカルとは一線を画す宝塚歌劇の特徴
について、上演作品を鑑賞しながら考える。 
 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○総括テストに向けての準備を行う。（60
分） 

【第 14 回】 
7/19 

現代の芸術（5） 
・落語の歴史について学び、落語を鑑賞する。 
・総括テストについて 
・課題提出状況について 

○配付された資料を見て、復習する。（15
分） 
○総括テストに向けての準備を行う。（60
分） 

【第 15 回】 
7/26 

総括テスト：理解度を確認し、評価する。 
・授業アンケートの実施。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS203-
Y02 

2.科目名 課題研究（グローバルリサーチ） 3.単位数 16 

4.授業担当教員 Jonathan Aliponga 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 
 

9.履修学年 ２年秋以降 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、グローバル人材として必要となる、「世界の人々の多様な価値観や文化を理解
し、自ら考え、行動できる力」を育成することを目的としている。そのために、アジア太平
洋地域の協定校を中心に１学期間のオンライン留学を行い、現地の社会や文化に関連した課
題に取り組み、国際コミュニケーションについての知識や理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

◎自分の持つ価値観とは異なる価値観を理解し、尊重できる 
◎様々な事項をグローバルな視点から深く考えることができる  
◎自分の考え方や行動についてグローバルな視点から振り返ることができる 
◎英語によるコミュニケーション力の獲得（終了時に TOEIC600 点相当を最低限度とする） 
◎派遣予定だった国の文化、歴史、現地事情、日本との関係について理解し、自分のことば
で語ることができる 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 
(5) コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 授業時に適宜配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

本科目の評価は、下記に示すようにオンラインでの活動、授業成果物、発表、最終レポート
等から総合的になされる。 
・課題研究ゼミ（評価と実践Ⅱ）での課題 10％ 
・最終レポート and/or ポスター発表 30% 
国際社会・文化関連・ビジネスに関連した課題の調査研究のポスター発表  
・協定校オンライン科目 and/or 協定校オンライン短期科目 and/or 学科関連科目（グローバ
ル歴史、言語と文化、国際関係の中から状況に応じて履修） 60％（学⽣によって組み合わ
せが異なる） 
   専門演習Ⅰで作成した各自の研究 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
各自リフレクションワーク（専門演習Ⅰでやった内容
については詳細に記入） 
 

e-portfolio に、専門演習１で作成したリサ
ーチ論文を、その後のリサーチ状況や履修内
容等に鑑み、更新、投稿 

Week2~4 

担当教員と連絡をとりあい、現状の確認 
（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修・オンライン活動 etc. 
 

e-portfolio に、 
オンラインでの活動報告、 
履修科目等確定事項の報告、リサーチ計画の
再確認・修正を行い投稿 



Week5~8 

中間報告 
   オンライン活動・リサーチの進捗状況等の報告 
  授業履修・オンライン活動 etc. 
 

e-portfolio にオンライン活動の記録、リサ
ーチ活動の進捗状況等をレポート 

Week 14~15 GR 関連活動の振り返り・リサーチの最終レポート執
筆 and/or ポスタープレゼン発表 

e-portfolio にオンライン活動の記録、リサ
ーチ活動の進捗状況等を更新・レポート、
GR 関連活動の振り返り、 
最終レポートを投稿 and/or 発表にむけての
準備 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS203-
Y03 

2.科目名 課題研究（グローバルリサーチ） 3.単位数 16 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際ビジネス専攻 
国際文化専攻 9.履修学年 ２年次以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 TOEIC 450 点以上 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 集中（演習、討論） 
16.履修制限 学科で受講を指定された者 

17.授業の目的と概要 

本科目は、グローバル人材として必要となる、「世界の人々の多様な価値観や文化を理解
し、自ら考え、行動できる力」を育成することを目的としている。そのために、アジア太平
洋地域の協定校を中心に１学期間の留学を行い、現地の大学内外において現地の社会や文化
に関連した課題に取り組み、国際コミュニケーションについての知識や理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP() の学修に関連しています。 
◎自分の持つ価値観とは異なる価値観を理解し、尊重できる 
◎様々な事項をグローバルな視点から深く考えることができる 
◎自分の考え方や行動についてグローバルな視点から振り返ることができる 
◎英語によるコミュニケーション力の獲得（終了時に TOEIC600 点相当を最低限度とする） 
◎滞在国の文化、歴史、現地事情、日本との関係について理解し、自分のことばで語ること
ができる 
 

19.教科書・教材 各受講科目の指示による 
20.参考文献 各授業担当者の指示に従う 

21.成績評価 

本科目の評価は、下記に示すように現地での活動、授業成果物、現地報告、最終レポート等
から総合的になされる。 
１）協定大学オンライン授業科目、学科関連科目、学内英語科目、アチーブゴール・オンラ
イン英語科目、 
    オンラインショートプログラムなどの組み合わせ：60% 
２）課題研究ゼミ（評価と実践２のゼミアワー）： 10% 
３）最終レポート ＆発表：３０%   （ルーブリックに基づき評価） 
＊１）は、学⽣１人１人が異なる組み合わせにより履修するので、各自の履修登録科目によ
り 60％の内訳は異なる。 

22.コメント 
学⽣により、受講内容が異なるので、それぞれ割り当てられたグループの日程と内容に従っ
てください。 

23.オフィスアワー 月曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

各自リフレクションワーク（特に今学期の目標につい
ては詳細に記入） 
アドバイザーと面談し、GR 履修について履修指導を
受けて登録する。 

e-portfolio に、専門演習１で作成したリサ
ーチ計画を、現地での状況、履修内容等に鑑
み、更新、投稿 

Weeks 2-4 

アドバイザーと連絡をとりあい、現状の確認をする。 
（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修 
 

e-portfolio に、履修科目等確定事項の報
告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 5-6 アドバイザーと連絡をとりあい、現状の確認をする。 e-portfolio に、履修科目等確定事項の報



（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修、中間報告の準備を進める 

告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 7-8 
中間報告 
   リサーチの進捗状況等の報告 
  授業履修、交流会参加、インタビュー活動 etc. 

e-portfolio に、履修科目等確定事項の報
告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 9-12 
アドバイザーと連絡をとりあい、現状の確認をする。 
（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修を継続する 

e-portfolio に、履修科目等確定事項の報
告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 13-
14 

振り返り・リサーチの最終レポート執筆/まとめ 

・e-portfolio にリサーチ活動の進捗状況等
を更新する 
・最終レポートを作成し投稿する 
・学修の振り返り 
・発表にむけての準備 

Week 15 リサーチ・最終レポートの内容の発表 課題研究レポート提出 
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

GLS203-
Y04 

2.科目名 課題研究（グローバルリサーチ） 3.単位数 16 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際ビジネス専攻 
国際文化専攻 9.履修学年 ２年次以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 TOEIC 450 点以上 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 集中（演習、討論） 
16.履修制限 学科で受講を指定された者 

17.授業の目的と概要 

本科目は、グローバル人材として必要となる、「世界の人々の多様な価値観や文化を理解
し、自ら考え、行動できる力」を育成することを目的としている。そのために、アジア太平
洋地域の協定校を中心に１学期間の留学を行い、現地の大学内外において現地の社会や文化
に関連した課題に取り組み、国際コミュニケーションについての知識や理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP() の学修に関連しています。 
◎自分の持つ価値観とは異なる価値観を理解し、尊重できる 
◎様々な事項をグローバルな視点から深く考えることができる 
◎自分の考え方や行動についてグローバルな視点から振り返ることができる 
◎英語によるコミュニケーション力の獲得（終了時に TOEIC600 点相当を最低限度とする） 
◎滞在国の文化、歴史、現地事情、日本との関係について理解し、自分のことばで語ること
ができる 
 

19.教科書・教材 各受講科目の指示による 
20.参考文献 各授業担当者の指示に従う 

21.成績評価 

本科目の評価は、下記に示すように現地での活動、授業成果物、現地報告、最終レポート等
から総合的になされる。 
１）協定大学オンライン授業科目、学科関連科目、学内英語科目、アチーブゴール・オンラ
イン英語科目、 
    オンラインショートプログラムなどの組み合わせ：60% 
２）課題研究ゼミ（評価と実践２のゼミアワー）： 10% 
３）最終レポート ＆発表：３０%   （ルーブリックに基づき評価） 
＊１）は、学⽣１人１人が異なる組み合わせにより履修するので、各自の履修登録科目によ
り 60％の内訳は異なる。 

22.コメント 
学⽣により、受講内容が異なるので、それぞれ割り当てられたグループの日程と内容に従っ
てください。 

23.オフィスアワー 月曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

各自リフレクションワーク（特に今学期の目標につい
ては詳細に記入） 
アドバイザーと面談し、GR 履修について履修指導を
受けて登録する。 

e-portfolio に、専門演習１で作成したリサ
ーチ計画を、現地での状況、履修内容等に鑑
み、更新、投稿 

Weeks 2-4 

アドバイザーと連絡をとりあい、現状の確認をする。 
（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修 
 

e-portfolio に、履修科目等確定事項の報
告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 5-6 アドバイザーと連絡をとりあい、現状の確認をする。 e-portfolio に、履修科目等確定事項の報



（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修、中間報告の準備を進める 

告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 7-8 
中間報告 
   リサーチの進捗状況等の報告 
  授業履修、交流会参加、インタビュー活動 etc. 

e-portfolio に、履修科目等確定事項の報
告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 9-12 
アドバイザーと連絡をとりあい、現状の確認をする。 
（履修科目等の報告、リサーチ計画の再確認・修正） 
授業履修を継続する 

e-portfolio に、履修科目等確定事項の報
告、リサーチ計画の再確認・修正を行い投
稿、アドバイザーとの面談による報告 

Weeks 13-
14 

振り返り・リサーチの最終レポート執筆/まとめ 

・e-portfolio にリサーチ活動の進捗状況等
を更新する 
・最終レポートを作成し投稿する 
・学修の振り返り 
・発表にむけての準備 

Week 15 リサーチ・最終レポートの内容の発表 課題研究レポート提出 
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
A01 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越える場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・12・13 回実技評価：66 点→学習目標①〜④に対応 
第 8 回課題：10 点→学習目標①〜④に対応 
第 15 回課題：16 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が２０名を越える場合は、第１回授業時
に提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 
【実技】 
「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
「バドミントン(1) 」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 
【実技】 
「バドミントン(2)」 ・ショットの打ち分け  ・
シングルスゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「卓球」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技】 
「バレーボール(1)」 ・種目紹介 ・肩慣らしから
パスワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲームシュミ
レーション 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 

【実技】 
「バレーボール(2)」 ・基本スキルの確認  ・レ
シーブドリル 
・アタックとブロックモーション  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 8 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 9 回】 

【実技】 
「ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式   
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 11 回】 

【実技】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 12 回】 

【実技】 
「バスケットボール(1)」 ・種目紹介  ・基本ス
キルを習得   
・ルールの理解    ・ゲームシュミレーション 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「バスケットボール(2)」 ・基本スキルの確認 ・
応用ドリル ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



【第 14 回】 
【講義】 
「実技種目の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
A02 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越える場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・12・13 回実技評価：66 点→学習目標①〜④に対応 
第 8 回課題：10 点→学習目標①〜④に対応 
第 15 回課題：16 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が２０名を越える場合は、第１回授業時
に提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 
【実技】 
「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
「バドミントン(1) 」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 
【実技】 
「バドミントン(2)」 ・ショットの打ち分け  ・
シングルスゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「卓球」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技】 
「バレーボール(1)」 ・種目紹介 ・肩慣らしから
パスワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲームシュミ
レーション 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 

【実技】 
「バレーボール(2)」 ・基本スキルの確認  ・レ
シーブドリル 
・アタックとブロックモーション  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 8 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 9 回】 

【実技】 
「ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式   
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 11 回】 

【実技】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 12 回】 

【実技】 
「バスケットボール(1)」 ・種目紹介  ・基本ス
キルを習得   
・ルールの理解    ・ゲームシュミレーション 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「バスケットボール(2)」 ・基本スキルの確認 ・
応用ドリル ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



【第 14 回】 
【講義】 
「実技種目の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
A71 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 
実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 

17.授業の目的と概要 

目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・5・6・8・9・11・12・13 回実技評価：54 点→学習目標①〜④に対応 
第 4・7・10 回課題:24 点→学習目標①に対応 
第 14・15 回課題：14 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴を用意すること。用
意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  
・課題「受講理由と目標」作成 

◆筆記用具◆ 

【第 2 回】 【実技 】 ◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

【第 3 回】 

【実技 】 
「バドミントン」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 

【講義】 
「健康管理（救急法・救急搬送を含む）について考え
る」 
・講義概要をまとめ、感想を加え課題を作成 

★課題提出 
◆筆記用具◆ 

【第 5 回】 
【実技 】 
「卓球」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技 】 
「バレーボール」 ・種目紹介 ・肩慣らしからパス
ワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 8 回】 
【実技 】 
『ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 9 回】 
【実技 】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【講義】 
『大学スポーツの組織育成について」 
・講義概要をまとめ、感想を加え課題を作成 

★課題提出 
◆筆記用具◆ 

【第 11 回】 
【実技 】 
「屋内ペタンク」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技 】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技 】 
「バスケットボール」 ・基本スキル ・応用ドリ
ル ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「振り返りとまとめ」 ◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
M01 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 土肥隆 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件 
秋学期開講科目「⽣涯スポーツⅡ」を合わ
せて履修することがのぞましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 
16.履修制限 20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 
 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
第 1 回:受講理由と目標：5 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・13・14 回実技評価：55 点 ・・・ 学習目標①〜④に
対応 
第８回：中間レポート：10 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第 12 回：最終レポート：20 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：ふりかえりシート：10 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 
月曜日・昼休み 
体育館教員控え室 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション】 
 授業のねらい、進め方、評価方法等の説明 
「受講理由と目標」作成 

提出物：「受講理由と目標」  
持参物：筆記用具 

【第 2 回】 

【実技】 
バレーボール-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 3 回】 

【実技】 
バレーボール-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 4 回】 

【実技】 
ソフトボール又はフットサル-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 5 回】 

【実技】 
ソフトボール又はフットサル-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 6 回】 

【実技】 
アルティメット-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 7 回】 

【実技】 
アルティメット-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 8 回】 
【講義】 
中間レポート 
テーマは当日発表する 

提出物：中間レポート 
持参物：筆記用具 

【第 9 回】 

【実技】 
バドミントン-1 シングルス 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 10 回】 

【実技】 
バドミントン-2 ダブルス 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 11 回】 

【実技】 
バドミントン-3 団体戦 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 12 回】 
【講義】 
最終レポートのテーマ、作成方法、書式等に関する講
義 

持参物：筆記用具 

【第 13 回】 【実技】 持参物：スポーツウェア・シューズ 



ニュースポーツ又はバスケットボール-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

【第 14 回】 

【実技】 
ニュースポーツ又はバスケットボール-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）  
最終レポート提出 

持参物：スポーツウェア・シューズ 
提出物：最終レポート 
 

【第 15 回】 
【講義】 
今期のふりかえり 
ふりかえりシート提出 

提出物：ふりかえりシート 
持参物：筆記用具 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
M02 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 土肥隆 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件 
秋学期開講科目「⽣涯スポーツⅡ」を合わ
せて履修することがのぞましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 
16.履修制限 20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 
 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
第 1 回:受講理由と目標：5 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・13・14 回実技評価：55 点 ・・・ 学習目標①〜④に
対応 
第８回：中間レポート：10 点 ・・・ 学習目標①に対応 
第 12 回：最終レポート：20 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：ふりかえりシート：10 点・・・ 学習目標①〜④に対応 
 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 
月曜日・昼休み 
体育館教員控え室 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション】 
 授業のねらい、進め方、評価方法等の説明 
「受講理由と目標」作成 

提出物：「受講理由と目標」  
持参物：筆記用具 

【第 2 回】 

【実技】 
バレーボール-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 3 回】 

【実技】 
バレーボール-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 4 回】 

【実技】 
ソフトボール又はフットサル-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 5 回】 

【実技】 
ソフトボール又はフットサル-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 6 回】 

【実技】 
アルティメット-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 7 回】 

【実技】 
アルティメット-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 8 回】 
【講義】 
中間レポート 
テーマは当日発表する 

提出物：中間レポート 
持参物：筆記用具 

【第 9 回】 

【実技】 
バドミントン-1 シングルス 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 10 回】 

【実技】 
バドミントン-2 ダブルス 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 11 回】 

【実技】 
バドミントン-3 団体戦 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦） 

持参物：スポーツウェア・シューズ 

【第 12 回】 
【講義】 
最終レポートのテーマ、作成方法、書式等に関する講
義 

持参物：筆記用具 

【第 13 回】 【実技】 持参物：スポーツウェア・シューズ 



ニュースポーツ又はバスケットボール-1 
ウォーミングアップ・グループ分け・基礎的な練習・
ルール説明・簡易ゲーム 

【第 14 回】 

【実技】 
ニュースポーツ又はバスケットボール-2 
ウォーミングアップ、グループごとで練習と戦術の確
認、ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）  
最終レポート提出 

持参物：スポーツウェア・シューズ 
提出物：最終レポート 
 

【第 15 回】 
【講義】 
今期のふりかえり 
ふりかえりシート提出 

提出物：ふりかえりシート 
持参物：筆記用具 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
M03 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越える場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・12・13 回実技評価：66 点→学習目標①〜④に対応 
第 8 回課題：10 点→学習目標①〜④に対応 
第 15 回課題：16 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が２０名を越える場合は、第１回授業時
に提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 
【実技】 
「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
「バドミントン(1) 」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 
【実技】 
「バドミントン(2)」 ・ショットの打ち分け  ・
シングルスゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「卓球」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技】 
「バレーボール(1)」 ・種目紹介 ・肩慣らしから
パスワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲームシュミ
レーション 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 

【実技】 
「バレーボール(2)」 ・基本スキルの確認  ・レ
シーブドリル 
・アタックとブロックモーション  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 8 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 9 回】 

【実技】 
「ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式   
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・運動場用シューズ◆ 

【第 11 回】 

【実技】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・運動場用シューズ◆ 

【第 12 回】 

【実技】 
「バスケットボール(1)」 ・種目紹介  ・基本ス
キルを習得   
・ルールの理解    ・ゲームシュミレーション 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「バスケットボール(2)」 ・基本スキルの確認 ・
応用ドリル ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



【第 14 回】 
【講義】 
「実技種目の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
M71 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 
実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 

17.授業の目的と概要 

目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・5・6・8・9・11・12・13 回実技評価：54 点→学習目標①〜④に対応 
第 4・7・10 回課題:24 点→学習目標①に対応 
第 14・15 回課題：14 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴を用意すること。用
意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  
・課題「受講理由と目標」作成 

◆筆記用具◆ 

【第 2 回】 【実技 】 ◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

【第 3 回】 

【実技 】 
「バドミントン」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 

【講義】 
「健康管理（救急法・救急搬送を含む）について考え
る」 
・講義概要をまとめ、感想を加え課題を作成 

★課題提出 
◆筆記用具◆ 

【第 5 回】 
【実技 】 
「卓球」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技 】 
「バレーボール」 ・種目紹介 ・肩慣らしからパス
ワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 8 回】 
【実技 】 
『ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 9 回】 
【実技 】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【講義】 
『大学スポーツの組織育成について」 
・講義概要をまとめ、感想を加え課題を作成 

★課題提出 
◆筆記用具◆ 

【第 11 回】 
【実技 】 
「屋内ペタンク」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技 】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技 】 
「バスケットボール」 ・基本スキル ・応用ドリ
ル ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「振り返りとまとめ」 ◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
Y01 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越える場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・12・13 回実技評価：66 点→学習目標①〜④に対応 
第 8 回課題：10 点→学習目標①〜④に対応 
第 15 回課題：16 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が２０名を越える場合は、第１回授業時
に提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 
【実技】 
「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
「バドミントン(1) 」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 
【実技】 
「バドミントン(2)」 ・ショットの打ち分け  ・
シングルスゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「屋内ペタンク」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技】 
「バレーボール(1)」 ・種目紹介 ・肩慣らしから
パスワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲームシュミ
レーション 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 

【実技】 
「バレーボール(2)」 ・基本スキルの確認  ・レ
シーブドリル 
・アタックとブロックモーション  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 8 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 9 回】 

【実技】 
「ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式   
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 11 回】 

【実技】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 12 回】 

【実技】 
「バスケットボール(1)」 ・種目紹介  ・基本ス
キルを習得   
・ルールの理解    ・ゲームシュミレーション 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「バスケットボール(2)」 ・基本スキルの確認 ・

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



応用ドリル ・ゲーム形式 

【第 14 回】 【講義】 
「実技種目の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
Y02 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越える場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・12・13 回実技評価：66 点→学習目標①〜④に対応 
第 8 回課題：10 点→学習目標①〜④に対応 
第 15 回課題：16 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が２０名を越える場合は、第１回授業時
に提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 
【実技】 
「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
「バドミントン(1) 」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 
【実技】 
「バドミントン(2)」 ・ショットの打ち分け  ・
シングルスゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「屋内ペタンク」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技】 
「バレーボール(1)」 ・種目紹介 ・肩慣らしから
パスワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲームシュミ
レーション 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 

【実技】 
「バレーボール(2)」 ・基本スキルの確認  ・レ
シーブドリル 
・アタックとブロックモーション  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 8 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 9 回】 

【実技】 
「ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式   
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 11 回】 

【実技】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 12 回】 

【実技】 
「バスケットボール(1)」 ・種目紹介  ・基本ス
キルを習得   
・ルールの理解    ・ゲームシュミレーション 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「バスケットボール(2)」 ・基本スキルの確認 ・

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



応用ドリル ・ゲーム形式 

【第 14 回】 【講義】 
「実技種目の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET101-
Y03 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越える場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
身体を動かすことの楽しさやスポーツで自己表現することの喜び、仲間と協力することの重
要性を理解し、自分自身の健康管理に役⽴てる能力を身につけることを目指します。 
【概要】 
授業では、様々な球技種目やニュースポーツを通じて、グループ内での自分の役割を認識し
て行動することになります。この体験を通して、自己理解を深めると共に他者への貢献とい
う意識も養います。将来、さまざまな場面でグループやチームで活動する際に有用な学修と
なります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③戦術の理解やパフォーマンス力・バランス力等を表現できるようになる。 
④自分自身で健康管理を行う能力を身につける。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回授業時課題：8 点→学習目標①に対応 
第 2・3・4・5・6・7・9・10・11・12・13 回実技評価：66 点→学習目標①〜④に対応 
第 8 回課題：10 点→学習目標①〜④に対応 
第 15 回課題：16 点→学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると 
見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が２０名を越える場合は、第１回授業時
に提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 
【実技】 
「インディアカ」 ・種目紹介 ・基本スキル  ・ゲ
ーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 3 回】 

【実技】 
「バドミントン(1) 」 
・種目紹介  ・ルールの理解   
・ペアのコミュニケーションドリル  ・ダブルスゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 4 回】 
【実技】 
「バドミントン(2)」 ・ショットの打ち分け  ・
シングルスゲーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「屋内ペタンク」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲ
ーム 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 6 回】 

【実技】 
「バレーボール(1)」 ・種目紹介 ・肩慣らしから
パスワーク  
・サーブを確実に ・ルール説明  ・ゲームシュミ
レーション 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 7 回】 

【実技】 
「バレーボール(2)」 ・基本スキルの確認  ・レ
シーブドリル 
・アタックとブロックモーション  ・ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 8 回】 
【講義】 
「中間レポート 」 課題：「スポーツ現場から学ぶ」
と題して、資料より学んだ結果・感想をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 

【第 9 回】 

【実技】 
「ドッチビー」 ・種目紹介 ・基本スキル ・ゲー
ム形式   
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「アルティメット」 ・種目紹介 ・基本スキル ・
ゲーム形式 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 11 回】 

【実技】 
「フットサル」 ・種目紹介  ・基本スキルを習得 
・ルールの理解  ・ゲーム形式 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 12 回】 

【実技】 
「バスケットボール(1)」 ・種目紹介  ・基本ス
キルを習得   
・ルールの理解    ・ゲームシュミレーション 
 

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 

【第 13 回】 
【実技】 
「バスケットボール(2)」 ・基本スキルの確認 ・

◆スポーツウェア・体育館用シューズ◆ 



応用ドリル ・ゲーム形式 

【第 14 回】 【講義】 
「実技種目の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
「学期末レポート」 課題：「トップアスリートから
学ぶ」と題して、 
映像資料よりアスリートの状況や心情を観察し、感想
をまとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HET102-
M01 

2.科目名 ⽣涯ｽﾎﾟｰﾂⅡ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 倉地博美 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実技 

16.履修制限 

実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが、最低条件となります。 
20 名を越える場合は、選考による履修制限があります。 
履修希望者が定員を越えた場合は、第１回授業時に提示する課題により選考を行いますの
で、必ず出席すること。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
自分達でスポーツイベントを企画し運営することで、企画⽴案やグループワークに必要な能
力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
「スポーツの楽しさを伝える」をテーマに企画書を作成し、計画に基づいた内容を実施しま
す。 
テーマ達成のための目標を明らかにし、指導内容やタイムスケジュールの管理など、事前準
備から実際の現場までの流れを体験することになります。将来、さまざまな場面でグループ
やチームで活動する際に有用な学修となります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュ
ニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本授業の学修目標は次のとおりです。 
①スポーツをする・みることに興味・関心を持つ。 
②共に活動するメンバーと協力し、自分の役割を把握・実行できるようになる。 
③他者のために自分の能力を⽣かすことができるようになる。 
④今何をすべきかを常に考えながら行動できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使いません。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

第 1 回 j 授業時課題：8 点 → 学習目標①に対応 
第 3 回：企画書：10 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 2・4・5・6・７・8・9・10・11・12・13 回実技：66 点 → 学習目標①〜④に対応 
第 15 回：最終レポート：16 点 → 学習目標①〜④に対応 

22.コメント 

・実技科目につき、原則として講義へ積極的に参加することが最低条件となります。 
・ジャージ等の、運動に適した服装と、体育館の場合は室内専用運動靴、グランドの場合は
外用運動靴を用意すること。用意しなかった場合は、減点対象となります。 
・ネックレス・ピアス・リング・ブレスレット・腕時計等のアクセサリーは、他者に怪我を
及ぼす危険があると見なします。装着の場合は、減点対象となります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【オリエンテーション 】 
・授業のねらい、進め方、評価方法等の説明  

◆筆記用具◆ 



・課題「受講理由と目標」作成 
(受講希望者が 20 名を越える場合は、第１回授業時に
提示する課題により選考し、履修者を確定） 

【第 2 回】 

【実技】 
企画事例の紹介 
「インディアカ」 
ウォーミングアップ・グループごとの練習と戦術・ル
ール説明・ゲーム（トーナメント又はリーグ戦）、ク
ールダウン、後片付け 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 3 回】 
【講義】 
「 実技種目の企画書作成」 
企画実施例の紹介 ・企画書作成 

★企画書提出 
◆筆記用具◆ 

【第 4 回】 【実技】 
「 企画種目 1」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 5 回】 
【実技】 
「 企画種目 2」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 6 回】 
【実技】 
「 企画種目 3」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 7 回】 
【実技】 
『企画種目 4」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 8 回】 【実技】 
「 企画種目 5」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 9 回】 【実技】 
「 企画種目 6」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 10 回】 
【実技】 
「 企画種目 7」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 11 回】 
【実技】 
「 企画種目 8」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 12 回】 
【実技】 
「 企画種目 9」 ◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 13 回】 【実技】 
「 企画種目 10」 

◆スポーツウェア、シューズ◆ 

【第 14 回】 
【講義】 
「実技の振り返りとまとめ」 

◆筆記用具◆ 

【第 15 回】 

【講義】 
学期末レポート 課題：「トップアスリートから学ぶ
こと」と題して、映像資料からアスリートが直面する
問題を分析し、まとめる。 

★レポート提出 
◆筆記用具◆ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS103-
M01 

2.科目名 日本文化史 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小寺正敏 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 中学（社会） 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
日本文化の歴史的展開過程を、文化の基底部にある思想を中心に、日本の歴史的背景及び外
来文化との交渉の影響を含めて考察し、日本文化に対する関心と理解を深める。 
【概要】 
１ 文化の概念を明らかにしつつ、文化の重要な構成要素である思想を歴史的背景との関連
において読み取りを進める。 
２ 思想を中心とするために、主要な典籍を抄出した資料の講読を含むので、少なくとも高
校卒業程度の古文・漢文の読解力があることが望ましい。 
３ 文化史に関する多様なテーマをすべて取り上げるのは、回数の制約もあるので、本授業
では歴 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（3）多様性理解、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連
している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
１ 日本文化の歴史を客観的科学的な視点から考察することによって、日本文化の歴史的全
体像とその特質を説明できる。 
２ 文化史において、特に思想に関する古典資料を学ぶことによって、古典の読解能力を高
めるとともに、古典の現代的意義を理解することができる。 
３ 現在のグローバル化の進展する状況の下で、日本文化をあり方を考え、日本文化の内容
と意義を発信できる。 

19.教科書・教材 
講義レジュメ及び資料プリント 
その他、必要なものは講義中に配布する。 

20.参考文献 
大隅和雄『日本文化史講義』吉川弘文館、尾藤正英『日本文化の歴史』岩波新書 
その他、必要に応じて講義の中で指示する。 

21.成績評価 

文化史関連の専門的知識に関する中間レポート２回（計 60％）：授業中に課題を示し、日を
決めて提出する。 
授業中での意見記述や小レポートなどを課すことがある場合は、それらを中間レポートに準
じて扱い、中間レポート２回分の総評価の範囲内で評価する。 
総括試験（40％） 
 

22.コメント 

１ 本授業は中学校社会教員免許取得のために必修の科目であるために、教員希望者は必ず
受講する必要がある。その意味で、本授業は教員希望者のための専門教育としての意義を持
つことを理解してほしい。 
２ 上の授業の概要で述べたように、講義には古典の講読を含むので、高校卒業程度の日本
古典の読解力を求めるが、日本古典を読むこと自体に関心を持つことも求めたい。 
３ 教職専門科目として、教科内容に関する学問的水準を保つために、受講⽣数は最大限で
も４０名程度が望ましい。 
４ 授業中の積極的参加の姿勢は当然に求められるので、受講した以上は真摯に取り組んで



ほしい。受講のマナーの遵守とともに、いわゆるコロナ禍の下での感染防止を配慮しなけれ
ばならない。  
 

23.オフィスアワー 授業の前後に講師控え室等で対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

ガイダンス：科目の趣旨、授業の進め方について 
序説として日本文化史の対象と課題について、本講の
基本的視角を示す 
本論として、『古事記』の王権神話として世界観を読
み解きながら、古代社会の倫理の原初的な姿にも迫る 
『古事記』の講読 

 

第２回 
 

神仏と古代国家：古代国家成⽴過程において、仏教の
受容と伝統信仰との交渉の展開をたどる 
『日本書記』『続日本紀』その他関連資料の講読 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第３回  
 

浄土教の思想と活動：平安期の末法思想の形成から、
鎌倉期の親鸞の思想と行動を中心とする 
『歎異抄』その他浄土思想関係の資料の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第４回 
 

中世の禅思想と文化：鎌倉期に成⽴した禅宗のうち、
曹洞宗の道元の思想を中心としつつ、禅が中世化形成
に精神的影響を与えたことに触れる 
『正法眼蔵』『正法眼蔵随聞記』その他の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
〇第１回中間レポート作成（360 分） 

第５回 
 

「キリシタン」との遭遇と南蛮文化：宣教師の活動、
宣教師が見た日本の文化・社会、カトリック教義の受
容と排撃など 
いわゆる護教論と排教論その他関連資料の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
★第１回中間レポート提出 

第６回 
 

近世武士道の倫理と政治思想：中世までの「兵の道」
と対比させつつ、近世武士道の治者の倫理としての思
想と行動様式を明らかにする 
『山鹿語類』『葉隠』その他の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第７回 
 

近世庶⺠思想の職分論と倫理：石田梅岩の心学思想、
安藤昌益の漢方医学的自然観、二宮尊徳の報徳思想か
ら、近世農⺠・商人の職分の社会的意義を明らかにす
る 
『都鄙問答』『自然真営道』『二宮翁夜話』の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 

第８回 
 

近世国学の世界観と倫理・政治思想：国学の展開をた
どり、本居宣⻑の古典学及び平田篤胤の復古国学を中
心とし、幕末期の草莽の国学の活動にも触れる 
『うひ山ふみ』『霊能真柱』など宣⻑・篤胤の関係資
料の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第９回 
 

「内憂外患」期の倫理・政治思想と行動：「内憂外
患」の危機意識を背景に、対外認識、秩序構想、行動
論などを、尊王攘夷論や開国論などの思想から読み取
る 
『新論』『省?録』『講孟余話』などの講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
〇第２回中間レポート作成（360 分） 
 

第 10 回 
 

文明開化と啓蒙思想：文明開化の精神的底流としての
福澤諭吉の啓蒙思想の文脈において、日本の近代化の

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
★第２回中間レポート提出 



現実や課題を読み取る 
『学問のすゝめ』『文明論之概略』の講読 

 

第 11 回 
 

自由⺠権運動の政治的理想と人間像：⺠権運動内部の
政治的論理の理解を前提としながら、運動がめざす国
⺠像の理想を中心に、運動を思想史的観点から考察す
る 
植木枝盛・中江兆⺠などの著作・論説の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第 12 回 
 

欧化と国粋：欧化主義の風潮に対して現われた国粋主
義の思想的特質を、文化論としての日本人論、政治思
想としての国⺠主義、日本芸術論を中心に考察する 
『真善美日本人』『偽悪醜日本人』『近時政論考』など
の講読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分） 
 

第 13 回 
 

明治末期の国家と個人：明治末期に現われた「煩悶⻘
年」の精神的傾向に見られる個人主義への傾斜と国家
主義の減退が、いかなる思想的意味を持つかを考える 
夏目漱石、徳冨蘆花などの著作の講読 
 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第 14 回 
 

大正デモクラシーの文化史的特質：大正期の教養主義
を中心として、デモクラシー、自由、社会改革、知識
人などをめぐる大正期の文化史的特質を明らかにする 
三木清、和辻哲郎、吉野作造、河上肇などの著作の講
読 

〇復習及びノートの整理、予習（120 分）  
 

第 15 回 
 

昭和戦前期の日本回帰と「近代の超克」：昭和戦前期
に、哲学・文学の領域で現われた日本文化論や⻄洋的
近代批判の問題点を考える 
日本文化史の総括：日本文化史論の課題について総括
試験 

〇総括試験の準備（360 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS104-
Y01 

2.科目名 近代社会論 （教職 1 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 石井大輔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、オーストリアの首都ウィーンの歴史をたどりながら、近代社会の発展を見てい
きます。 
私たちの社会の基礎となっている近代社会は、おおよそ 19 世紀のヨーロッパにおいて形作
られました。ヨーロッパ各地では、都市の発展にともない、政治体制、経済システム、文
化、宗教において様々な変化が⽣じました。ハプスブルク家の宮廷都市として発展し、様々
な人々が集まっていたウィーンも、19 世紀に大きな発展を遂げます。ウィーンという一都
市を通じて、近代社会の成り⽴ちや構造を学んでいきます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
具体的な学習目標は以下の通りです。 
①ヨーロッパにおける近代社会の成り⽴ちを理解できる 
②近代社会においてどのような課題があったのか。 
③上記の目標を通じて、自分たちの社会への理解を深める。 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布して、授業を進めます。 
20.参考文献 必要に応じて適宜指示します。 

21.成績評価 

・コメントペーパーの作成 30％ 
（毎回の授業終了時に感想や質問などを記?してもらいます。担当教員が次回授業時に質問
に答えます。） 
・授業への参加度 20％ 
（担当教員の質問に対する積極性） 
・総括試験テスト 50％ 
（授業内容に関する論述問題を出題します。） 

22.コメント 授業では、ウィーンを中心にオーストリアの街を映像を交えて紹介します。実際の街の様子
や人々の暮らしぶりを通じて、近代社会について理解を深めてください。 

23.オフィスアワー 授業前後、教室もしくは非常勤控室にて。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・ガイダンス 
・講義「イントロダクション：世紀末のウィーンか
ら」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 2 回 
・質問への回答 
・講義「前近代社会①：宮廷都市ウィーン」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 3 回 
・質問への回答 
・講義「前近代社会②：信仰の場としての都市」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 



第 4 回 
・質問への回答 
・講義「前近代社会③：包囲される都市」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 5 回 
・質問への回答 
・講義「近代社会の萌芽：啓蒙思想の広がり」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 6 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の萌芽②：都市における余暇と娯
楽」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 7 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の成⽴①：フランス革命後のウィー
ン」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 8 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の成⽴②：市⺠文化の時代「ビーダ
ーマイヤー」」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 9 回 
・質問への回答 
・講義「近代社会の転機①：ウィーンの 3 月革命」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 10 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の転機②：都市の拡大と経済の発
展」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 11 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の発展①：リベラリズムとナショナ
リズム」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 12 回 
・質問への回答 
・講義「近代社会の発展②：ウィーン⻩金時代」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 13 回 

・質問への回答 
・講義「大戦間期の社会：「赤いウィーン」からナチ
ズムへ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 14 回 ・質問への回答 
・講義「まとめ：近代社会の日欧比較」 

・復習および授業ノートの整理 

第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS104-
m01 

2.科目名 近代社会論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 石井大輔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目では、オーストリアの首都ウィーンの歴史をたどりながら、近代社会の発展を見てい
きます。 
私たちの社会の基礎となっている近代社会は、おおよそ 19 世紀のヨーロッパにおいて形作
られました。ヨーロッパ各地では、都市の発展にともない、政治体制、経済システム、文
化、宗教において様々な変化が⽣じました。ハプスブルク家の宮廷都市として発展し、様々
な人々が集まっていたウィーンも、19 世紀に大きな発展を遂げます。ウィーンという一都
市を通じて、近代社会の成り⽴ちや構造を学んでいきます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
具体的な学習目標は以下の通りです。 
①ヨーロッパにおける近代社会の成り⽴ちを理解できる 
②近代社会においてどのような課題があったのか。 
③上記の目標を通じて、自分たちの社会への理解を深める。 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布して、授業を進めます。 
20.参考文献 必要に応じて適宜指示します。 

21.成績評価 

・コメントペーパーの作成 30％ 
（毎回の授業終了時に感想や質問などを記?してもらいます。担当教員が次回授業時に質問
に答えます。） 
・授業への参加度 20％ 
（担当教員の質問に対する積極性） 
・総括試験テスト 50％ 
（授業内容に関する論述問題を出題します。） 

22.コメント 授業では、ウィーンを中心にオーストリアの街を映像を交えて紹介します。実際の街の様子
や人々の暮らしぶりを通じて、近代社会について理解を深めてください。 

23.オフィスアワー 授業前後、教室もしくは非常勤控室にて。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・ガイダンス 
・講義「イントロダクション：世紀末のウィーンか
ら」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 2 回 
・質問への回答 
・講義「前近代社会①：宮廷都市ウィーン」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 3 回 
・質問への回答 
・講義「前近代社会②：信仰の場としての都市」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 



第 4 回 
・質問への回答 
・講義「前近代社会③：包囲される都市」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 5 回 
・質問への回答 
・講義「近代社会の萌芽：啓蒙思想の広がり」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 6 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の萌芽②：都市における余暇と娯
楽」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 7 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の成⽴①：フランス革命後のウィー
ン」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 8 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の成⽴②：市⺠文化の時代「ビーダ
ーマイヤー」」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 9 回 
・質問への回答 
・講義「近代社会の転機①：ウィーンの 3 月革命」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 10 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の転機②：都市の拡大と経済の発
展」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 11 回 

・質問への回答 
・講義「近代社会の発展①：リベラリズムとナショナ
リズム」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 12 回 
・質問への回答 
・講義「近代社会の発展②：ウィーン⻩金時代」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 13 回 

・質問への回答 
・講義「大戦間期の社会：「赤いウィーン」からナチ
ズムへ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 14 回 ・質問への回答 
・講義「まとめ：近代社会の日欧比較」 

・復習および授業ノートの整理 

第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS105-
M01 

2.科目名 近現代の歴史 （歴史学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 石井大輔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、中央ヨーロッパ地域の歴史を中心に、近現代におきた歴史的な出来事を学ぶこと
を目的とします。 
ハプスブルク家が⻑く統治した中央ヨーロッパ地域では、宗教や⺠族をめぐって様々な対⽴
があり、その中で大きな戦争や体制転換が繰り返されてきました。なぜ人々は対⽴し、どの
ようにして対⽴を克服しようとしてきたのでしょうか。また、どのような対⽴が現在でも残
されているのでしょうか。これらの問題に焦点を当てることで、日本を含めたグローバルな
視点を獲得することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の具体的な学習目標を以下の通りです。 
①近現代の歴史に関する基本的な知識を身につける。 
②外国史に関する知識を身につける。 
③上記の知識に基づいて、異なる文化や価値観に対する理解を深める。 
 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布して、授業を進めます。 
20.参考文献 必要に応じて適宜指示します。 

21.成績評価 

・コメントペーパーの作成 30％ 
（毎回の授業終了時に感想や質問などを記?してもらいます。担当教員が次回授業時に質問
に答えます。） 
・授業への参加度 20％ 
（担当教員の質問に対する積極性） 
・総括試験テスト 50％ 
（授業内容に関する論述問題を出題します。） 

22.コメント 

この授業では、高校までの世界史の知識を前提とはしませんが、分からないことがある場合
は、まずは自分で調べてみてください。そのうえで分からないことがあれば積極的に質問し
てください。 
 

23.オフィスアワー 授業前後、教室もしくは非常勤控室にて。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・ガイダンス 
・講義「イントロダクション：ハプスブルク家とヨー
ロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 2 回 
・質問への回答 
・講義「神聖ローマ帝国とハプスブルク君主国」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 3 回 ・質問への回答 ・復習および授業ノートの整理 



・講義「フランス革命と戦争」 
・コメントペーパーの作成 

第 4 回 
・質問への回答 
・講義「ウィーン体制下のヨーロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 5 回 
・質問への回答 
・講義「国⺠国家の形成：ドイツの統一」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 6 回 

・質問への回答 
・講義「多⺠族国家ハプスブルク帝国：アウスグライ
ヒ体制の成⽴」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 7 回 
・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦の勃発」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 8 回 

・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦と日本：日本における捕虜収
容所」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 9 回 
・質問への回答 
・講義「ポスト・ハプスブルクの国々」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 10 回 
・質問への回答 
・講義「ナチ化するドイツ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 11 回 
・質問への回答 
・講義「オーストリア合邦から第二次世界大戦へ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 12 回 
・質問への回答 
・講義「ナチスの経験とその克服」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 13 回 
・質問への回答 
・講義「東欧革命と EU 拡大」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 14 回 
・質問への回答 
・講義「 まとめ：対⽴と融和の近現代史」 ・復習および授業ノートの整理 

第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HIS105-
Y01 

2.科目名 近現代の歴史 3.単位数 2 

4.授業担当教員 石井大輔 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目は、中央ヨーロッパ地域の歴史を中心に、近現代におきた歴史的な出来事を学ぶこと
を目的とします。 
ハプスブルク家が⻑く統治した中央ヨーロッパ地域では、宗教や⺠族をめぐって様々な対⽴
があり、その中で大きな戦争や体制転換が繰り返されてきました。なぜ人々は対⽴し、どの
ようにして対⽴を克服しようとしてきたのでしょうか。また、どのような対⽴が現在でも残
されているのでしょうか。これらの問題に焦点を当てることで、日本を含めたグローバルな
視点を獲得することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（4）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の具体的な学習目標を以下の通りです。 
①近現代の歴史に関する基本的な知識を身につける。 
②外国史に関する知識を身につける。 
③上記の知識に基づいて、異なる文化や価値観に対する理解を深める。 
 

19.教科書・教材 毎回プリントを配布して、授業を進めます。 
20.参考文献 必要に応じて適宜指示します。 

21.成績評価 

・コメントペーパーの作成 30％ 
（毎回の授業終了時に感想や質問などを記?してもらいます。担当教員が次回授業時に質問
に答えます。） 
・授業への参加度 20％ 
（担当教員の質問に対する積極性） 
・総括試験テスト 50％ 
（授業内容に関する論述問題を出題します。） 

22.コメント 

この授業では、高校までの世界史の知識を前提とはしませんが、分からないことがある場合
は、まずは自分で調べてみてください。そのうえで分からないことがあれば積極的に質問し
てください。 
 

23.オフィスアワー 授業前後、教室もしくは非常勤控室にて。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・ガイダンス 
・講義「イントロダクション：ハプスブルク家とヨー
ロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 2 回 
・質問への回答 
・講義「神聖ローマ帝国とハプスブルク君主国」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 3 回 ・質問への回答 ・復習および授業ノートの整理 



・講義「フランス革命と戦争」 
・コメントペーパーの作成 

第 4 回 
・質問への回答 
・講義「ウィーン体制下のヨーロッパ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 5 回 
・質問への回答 
・講義「国⺠国家の形成：ドイツの統一」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 6 回 

・質問への回答 
・講義「多⺠族国家ハプスブルク帝国：アウスグライ
ヒ体制の成⽴」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 7 回 
・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦の勃発」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 8 回 

・質問への回答 
・講義「第一次世界大戦と日本：日本における捕虜収
容所」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 9 回 
・質問への回答 
・講義「ポスト・ハプスブルクの国々」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 10 回 
・質問への回答 
・講義「ナチ化するドイツ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 11 回 
・質問への回答 
・講義「オーストリア合邦から第二次世界大戦へ」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 12 回 
・質問への回答 
・講義「ナチスの経験とその克服」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 13 回 
・質問への回答 
・講義「東欧革命と EU 拡大」 
・コメントペーパーの作成 

・復習および授業ノートの整理 

第 14 回 
・質問への回答 
・講義「 まとめ：対⽴と融和の近現代史」 ・復習および授業ノートの整理 

第 15 回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HSC104-
A01 

2.科目名 比較宗教論 (2018 年度⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中村みどり 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
全額共通 
 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
高校（公⺠） 中学（社
会） 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義は、宗教に関する基本的知識を身につけることとともに、受講者自身の「宗教」を見
直すことを目的とする。日本人の多くは「無宗教」を自認しているが、「宗教」を持たない
⺠族はいまだかつて存在しない。誰もが、なんらかの「宗教」を持っている。さまざまな宗
教の在り方に触れることによって、自らの「宗教」を問い直し、自分とは異なる宗教を信じ
る人々を理解するための礎としていただきたい。 
受講者との対話を重視して授業を進めるため、授業の最後に 10 分程度の時間をとり、「学ん
だこと、考えたこと」について書いていただく（webc 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①日本に⽣まれ育った人は、おおむね日本的な宗教的世界観を受け入れて⽣きている。その
ことを自覚するとともに、自分自身が何を信じ、どのように⽣きたいのかを考えてもらいた
い。 
②教育職に就くことを目指している人は特に、異なる文化で育った人への理解を深める必要
がある。文化的背景が異なる人を理解することがいかに難しいかを知り、そのうえで努力を
重ねることができるようにしなければいけない。その努力の一つとして、他国の宗教理解に
努めてもらいたい。 

19.教科書・教材 
脇本平也『宗教学入門』講談社学術文庫、1997 年。プリントを配布するので、購入する必
要はない。 

20.参考文献 

アブラハム・Ｈ・マスロー『完全なる人間―魂のめざすもの』誠信書房、1964 年。 
Ｅ．Ｈ．エリクソン『ライフサイクル，その完結』村瀬孝雄・近藤邦夫訳、みすず書房、
1989 年。 
ジョン・デュウイー『誰れでもの信仰』岸本英夫訳、春秋社、1951 年。 
岸本英夫『死を見つめる心―ガンとたたかった十年間』講談社文庫、1973 年。 
Ｅ・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間―死にゆく人々との対話』読売新聞社、1971 年。 
Ｅ・キューブラー・ロス『死後の真実』日本教文社、1995 年。 
Ｐ・Ｒ・ハーツ『アメリカ先住⺠の宗教』⻄本あづ 

21.成績評価 

評価・評定については、次の３項目を基に総合的に行う。 
１．中間試験（20％） 
２．本試験（40％） 
３．「学んだこと、考えたこと」（40％）、ここに授業態度を含む。 

22.コメント 
これまで宗教について考えたことがない人も多いと思いますが、この機会に自分自身の「宗
教」を見つめてみてください。自分自身への、そして他者への理解が深まるでしょう。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。また、webclass で
の質問にも対応する。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ４
月８日 

オリエンテーション（本講義の目標・内容・評定算出
の方法・進め方の確認） 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと



宗教の定義 
残った時間で、「私にとっての宗教」についてレポー
トを書いてもらう。 
 

はメモしておくとよい。第１回から１４回ま
で、常に最終試験を意識しながら学び、それ
に向けて準備していただきたい。 

第２回 ４
月 15 日 

『宗教学入門』第一章「宗教学の⽴場と理解」 
宗教を、宗教学がどのようにとらえているのかを理解
してもらう。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第３回 ４
月 22 日 

第二章「宗教の原初形態」 
多くの受講⽣は、宗教を宗教団体と結び付けて考えて
いて、そのことが誤解を招いている。宗教を理解する
ために、まず宗教の原初形態について学ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第４回 ５
月６日 

第三章「科学・呪術・宗教」 
科学、呪術、宗教の関係について学ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第５回 ５
月 13 日 

第四章「宗教の諸類型」 
宗教の類型について学び、他国、他者の宗教を理解す
るための礎とする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第６回 ５
月 20 日 

第六章「宗教的実在観」 
第七章「宗教的人間観」 
第八章「宗教的世界観」  
人は誰しも、自分はどこから来てどこへ行くのか、私
とは何か、人⽣にはどういう意味があるのか、世界と
は宇宙とは何なのかと思いをはせるものだ。そういう
永遠の問いにこたえてきたのが、宗教である。この回
では、宗教的な実在観、人間観、世界観について学
ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第７回 ５
月 27 日 

中間試験 
ここまで学んだことを基礎として、自らの「宗教」に
ついて考える。試験時間は授業内では 50 分程度だ
が、webclass での提出期限は、当日 24 時とする。
最終試験に向けて、自分の考えをまとめることを目的
とする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第８回 ６
月３日 

現代人にとっての宗教 
 宗教学者岸本英夫は、「現代社会の大空には、宗教
の弔鐘が響きわたっていると感じている人が多い。そ
れは、宗教が、人の死をとむらう鐘の音ではない。現
代社会が、宗教の終焉をとむらうかの響きをもってい
る。宗教は、はたして、滅びつつあるか。それは、も
う、現代社会では無用のものとなりはてようとしてい
るのか。」と言った。岸本は、「古い宗教」が現代人の
苦悩にこたえ得ないことを認めつつ、それでも人間に
解決すべき問題がある限り、「新しい宗教」が必要だ
と考え、それを探求し続けた。そして、身近にある自
分の仕 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第９回 ６
月 10 日 

現代人にとっての宗教２ 神秘体験 
自己実現する人々の特徴として、しばしば神秘体験を
することがあげられる。マスローはこのような神秘体
験こそがあらゆる宗教を⽣み出したと考えていた。こ

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 



の回では、自己実現と神秘体験の関係について考察す
る。 

第 10 回 ６
月 17 日 

現代人にとっての宗教３ ジョン・デューイ『誰れで
もの信仰』 
マスローはデューイの宗教思想に影響を受けていた。
それについて詳しく語ってはいないが、マスローが課
題としていた社会と自己実現の関係を明らかにするた
めには、デューイの宗教観を知る必要がある。時間が
あれば、『誰れでもの信仰』を邦訳した宗教学者、岸
本英夫の⽣死観にも触れることとする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 11 回 ６
月 24 日 

現代人にとっての宗教４ Ｅ・キューブラー・ロス
『死ぬ瞬間―死にゆく人々との対話』、『死後の真実』 
  
人は、死に向き合ったときにこそ、強烈に⽣の意味を
求めるものだ。死にゆく人々の声に耳を傾け続けたキ
ューブラー・ロスの体験と思想を紹介する。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 12 回 ７
月１日 

現代人にとっての宗教５ マハトマ・ガンディーの非
暴力  
受講者の多くは、宗教と暴力を結び付けて捉え、宗教
に対し恐怖さえ感じている。実際に、宗教に暴力的側
面があることは否めない。宗教の名のもとに戦争があ
り、残虐行為があったのは確かだ。しかし、宗教の非
暴力思想が人々を導いてきたことを忘れてはいけな
い。その一例として、ガンディーの非暴力を紹介す
る。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 13 回 ７
月８日 

現代人にとっての宗教６ 人間として、⽣きるという
こと。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 14 回 ７
月 15 日 

現代人にとっての宗教 これまでのまとめ。試験に向
けて、各自自分の考えをまとめる。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 15 回 ７
月 22 日 

本試験 
 これまでの講義は、すべてこの試験のためにある。
単に知識を問うのではなく、受講者自身の「宗教」を
問う試験である。授業内での試験時間は 70 分程度だ
が、webclass 提出は当日 24 時までとする。第一回
からこの試験を意識して受講していただきたい。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
M01 

2.科目名 人間学Ⅰ （Ａグループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、伊藤尚子、濱名篤 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 保育士 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。  
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自



らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が
ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
＜⽣命・健康＞  伊藤尚子 
 人間が⽣きるということ、健康に暮らすということについて考える。 
 国際連合の世界保健機構では、健康を「Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」と定義してい
る。健康とは Well-being な状態を指すといえよう。日本語では、「健康とは、肉体的、精神
的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」
と訳されるが、さらに健康という言葉を紐解いてみると「すこやか」で「やすらか」とな
る。 
 2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）は、17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人
取り残さない（leave no one behind）」ことを掲げている。SDGs の 3 つ目のゴール
「GOOD HEALTH AND WELL-BEING：Ensure healthy lives and promote well-being for 
all at all ages（すべての人に健康と福祉を：あらゆる年齢のすべての人の健康的な⽣活を確
保し、福祉を推進する）」の中に well-being という言葉が含まれており、日本語では福祉と
いう言葉に訳されている。福祉とは、幸せや豊かさを意味する。 
 ⽣きづらさや自己肯定感が得られにくい現代社会において、自信を失い、「私」が⽣きる
意味を見出せないこともある。自分にとって、他者にとって、世界中の人々にとっての
Well-being を考える機会とする。 
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをなす
ことができるか」 



22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
    何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

輪講 １−
２ 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

輪講 １−
３ 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

輪講 １− 第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣  【アサインメント】 



４  少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に
ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 
 

① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような
具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

輪講 １−
５ 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

【アサインメント】なし  
 

輪講 ２−
１ 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。   
 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

輪講 ２−
２ 

第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家
族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードからペアワーク
で考える。 

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
３ 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。  
 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
４ 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】  
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 



輪講 ２−
５ 

 
第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育には 

クール小課題【所要時間３６０分】 

輪講 ３ｰ１ 

＜伊藤尚子＞ 
第 1 回 我々はどこから来たのか 
  我々は何者か 我々はどこへ行くのか 
 ヒトはいつからヒトになったのか？「人間」として
⽣きる意味について考える。 
キーワード：進化 
※自分で考えた「人間」の特徴をグループで発表す
る。 
 

〇アサインメント：「人間」を特徴づけるも
のは何か、自分の考えを書いてくる。【所要
時間 30 分】 
〇次回授業の準備：世界人権宣言を読み、第
一条から第五条のいずれかの条文を選んで、
現在の世界のありようを鑑み、自分の考えを
まとめておく。【所要時間 60 分】 
 

輪講 ３ｰ２ 

第 2 回 ⽣命の平等性と健康格差 
 すべての人間の⽣命は平等か？世界で起こる「健康
格差」について考える。 
キーワード：平等 
 

〇アサインメント：⽣命は平等か否か、自分
の考えを理由を添えて書いてくる（平等であ
るべきという意見を求めるものではない）。
【所要時間 30 分】 
〇次回授業の準備：あなた自身の⽣活の中
で、あなた自身に危害を与えるものはなにか
考えておく。【所要時間 30 分】 
 

輪講 ３ｰ３ 

第 3 回 Well-being の約束 
 「Well-being」とは何か？世界中の人間が Well-
being であるための知恵としての国際的な約束を確認
する。 
キーワード：人間の安全保障、SDGs 
※人命救助についてディベートを行う。 
 

〇アサインメント：SDGs について調べ、ゴ
ールの 1 つを選びあなた自身が⽣活の中で
貢献できることを書いてくる。【所要時間 
30 分】 
〇次回授業の準備：Well-being について調
べ、あなた自身にとっての Well-being につ
いて考えてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 ３ｰ４ 

第 4 回 「あなた」の Well-being 
 「私」にとっての「あなた」とは誰か？「私」と他
者との関係、「私」と他者の Well-being を考える。 
キーワード：他者、誤謬 
 

〇アサインメント：”誤謬（ごびゅう）”につ
いて調べ、誤謬が引き起こされる原因を考え
を書いてくる。【所要時間 30 分】 
〇次回授業の準備：私たちが⽣活する中で、
⽣きづらさをもたらすものは何か、考えをま
とめておく。【所要時間 60 分】 
 



輪講 ３ｰ５ 

第 5 回 ⽣きるということ 
 「私」が「私」としての人⽣を全うするということ
は？「私」らしく⽣きるための具現化としての職業選
択、そのために今受ける教育について考える。 
キーワード：無知の知、To be or not to be 
※「善く⽣きる」ことについて、グループで話し合
う。 
★クール小課題 
 コロナ禍において、世界のためにあなた自身が毎日
実践しようと思うこととその理由、またやり遂げるた
めに必要なこと。 
 

〇アサインメント：あなた自身がなりたい職
業と、その理由（役に⽴ちたい、夢を与えた
い、誰かを元気にしたいというだけでなく、
どうしてそう思うのかを自分自身に問う）を
書いてくる。【所要時間 30 分】 
★クール小課題【所要時間 360 分】 
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（ナンバリング） 
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2.科目名 人間学Ⅰ （Ｂグループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、伊藤尚子、濱名篤 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 保育士 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。  
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自



らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が
ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
＜⽣命・健康＞  伊藤尚子 
 人間が⽣きるということ、健康に暮らすということについて考える。 
 国際連合の世界保健機構では、健康を「Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」と定義してい
る。健康とは Well-being な状態を指すといえよう。日本語では、「健康とは、肉体的、精神
的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」
と訳されるが、さらに健康という言葉を紐解いてみると「すこやか」で「やすらか」とな
る。 
 2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）は、17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人
取り残さない（leave no one behind）」ことを掲げている。SDGs の 3 つ目のゴール
「GOOD HEALTH AND WELL-BEING：Ensure healthy lives and promote well-being for 
all at all ages（すべての人に健康と福祉を：あらゆる年齢のすべての人の健康的な⽣活を確
保し、福祉を推進する）」の中に well-being という言葉が含まれており、日本語では福祉と
いう言葉に訳されている。福祉とは、幸せや豊かさを意味する。 
 ⽣きづらさや自己肯定感が得られにくい現代社会において、自信を失い、「私」が⽣きる
意味を見出せないこともある。自分にとって、他者にとって、世界中の人々にとっての
Well-being を考える機会とする。 
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをなす
ことができるか」 



22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
    何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

輪講 １−
２ 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

輪講 １−
３ 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

輪講 １− 第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣  【アサインメント】 



４  少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に
ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 
 

① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような
具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

輪講 １−
５ 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

【アサインメント】なし  
 

輪講 ２−
１ 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。   
 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

輪講 ２−
２ 

第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家
族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードからペアワーク
で考える。 

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
３ 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。  
 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
４ 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】  
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 



輪講 ２−
５ 

 
第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育には 

クール小課題【所要時間３６０分】 

輪講 ３ｰ１ 

＜伊藤尚子＞ 
第 1 回 我々はどこから来たのか 
  我々は何者か 我々はどこへ行くのか 
 ヒトはいつからヒトになったのか？「人間」として
⽣きる意味について考える。 
キーワード：進化 
※自分で考えた「人間」の特徴をグループで発表す
る。 
 

〇アサインメント：「人間」を特徴づけるも
のは何か、自分の考えを書いてくる。【所要
時間 30 分】 
〇次回授業の準備：世界人権宣言を読み、第
一条から第五条のいずれかの条文を選んで、
現在の世界のありようを鑑み、自分の考えを
まとめておく。【所要時間 60 分】 
 

輪講 ３ｰ２ 

第 2 回 ⽣命の平等性と健康格差 
 すべての人間の⽣命は平等か？世界で起こる「健康
格差」について考える。 
キーワード：平等 
 

〇アサインメント：⽣命は平等か否か、自分
の考えを理由を添えて書いてくる（平等であ
るべきという意見を求めるものではない）。
【所要時間 30 分】 
〇次回授業の準備：あなた自身の⽣活の中
で、あなた自身に危害を与えるものはなにか
考えておく。【所要時間 30 分】 
 

輪講 ３ｰ３ 

第 3 回 Well-being の約束 
 「Well-being」とは何か？世界中の人間が Well-
being であるための知恵としての国際的な約束を確認
する。 
キーワード：人間の安全保障、SDGs 
※人命救助についてディベートを行う。 
 

〇アサインメント：SDGs について調べ、ゴ
ールの 1 つを選びあなた自身が⽣活の中で
貢献できることを書いてくる。【所要時間 
30 分】 
〇次回授業の準備：Well-being について調
べ、あなた自身にとっての Well-being につ
いて考えてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 ３ｰ４ 

第 4 回 「あなた」の Well-being 
 「私」にとっての「あなた」とは誰か？「私」と他
者との関係、「私」と他者の Well-being を考える。 
キーワード：他者、誤謬 
 

〇アサインメント：”誤謬（ごびゅう）”につ
いて調べ、誤謬が引き起こされる原因を考え
を書いてくる。【所要時間 30 分】 
〇次回授業の準備：私たちが⽣活する中で、
⽣きづらさをもたらすものは何か、考えをま
とめておく。【所要時間 60 分】 
 



輪講 ３ｰ５ 

第 5 回 ⽣きるということ 
 「私」が「私」としての人⽣を全うするということ
は？「私」らしく⽣きるための具現化としての職業選
択、そのために今受ける教育について考える。 
キーワード：無知の知、To be or not to be 
※「善く⽣きる」ことについて、グループで話し合
う。 
★クール小課題 
 コロナ禍において、世界のためにあなた自身が毎日
実践しようと思うこととその理由、またやり遂げるた
めに必要なこと。 
 

〇アサインメント：あなた自身がなりたい職
業と、その理由（役に⽴ちたい、夢を与えた
い、誰かを元気にしたいというだけでなく、
どうしてそう思うのかを自分自身に問う）を
書いてくる。【所要時間 30 分】 
★クール小課題【所要時間 360 分】 
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（ナンバリング） 
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2.科目名 人間学Ⅰ （Ｃグループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、伊藤尚子、濱名篤 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 保育士 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。  
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自



らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が
ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
＜⽣命・健康＞  伊藤尚子 
 人間が⽣きるということ、健康に暮らすということについて考える。 
 国際連合の世界保健機構では、健康を「Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」と定義してい
る。健康とは Well-being な状態を指すといえよう。日本語では、「健康とは、肉体的、精神
的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」
と訳されるが、さらに健康という言葉を紐解いてみると「すこやか」で「やすらか」とな
る。 
 2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）は、17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人
取り残さない（leave no one behind）」ことを掲げている。SDGs の 3 つ目のゴール
「GOOD HEALTH AND WELL-BEING：Ensure healthy lives and promote well-being for 
all at all ages（すべての人に健康と福祉を：あらゆる年齢のすべての人の健康的な⽣活を確
保し、福祉を推進する）」の中に well-being という言葉が含まれており、日本語では福祉と
いう言葉に訳されている。福祉とは、幸せや豊かさを意味する。 
 ⽣きづらさや自己肯定感が得られにくい現代社会において、自信を失い、「私」が⽣きる
意味を見出せないこともある。自分にとって、他者にとって、世界中の人々にとっての
Well-being を考える機会とする。 
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをなす
ことができるか」 



22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
    何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

輪講 １−
２ 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

輪講 １−
３ 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

輪講 １− 第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣  【アサインメント】 



４  少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に
ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 
 

① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような
具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

輪講 １−
５ 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

【アサインメント】なし  
 

輪講 ２−
１ 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。   
 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

輪講 ２−
２ 

第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家
族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードからペアワーク
で考える。 

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 
○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
３ 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。  
 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

輪講 ２−
４ 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】  
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 



輪講 ２−
５ 

 
第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育には 

クール小課題【所要時間３６０分】 

輪講 ３ｰ１ 

＜伊藤尚子＞ 
第 1 回 我々はどこから来たのか 
  我々は何者か 我々はどこへ行くのか 
 ヒトはいつからヒトになったのか？「人間」として
⽣きる意味について考える。 
キーワード：進化 
※自分で考えた「人間」の特徴をグループで発表す
る。 
 

〇アサインメント：「人間」を特徴づけるも
のは何か、自分の考えを書いてくる。【所要
時間 30 分】 
〇次回授業の準備：世界人権宣言を読み、第
一条から第五条のいずれかの条文を選んで、
現在の世界のありようを鑑み、自分の考えを
まとめておく。【所要時間 60 分】 
 

輪講 ３ｰ２ 

第 2 回 ⽣命の平等性と健康格差 
 すべての人間の⽣命は平等か？世界で起こる「健康
格差」について考える。 
キーワード：平等 
 

〇アサインメント：⽣命は平等か否か、自分
の考えを理由を添えて書いてくる（平等であ
るべきという意見を求めるものではない）。
【所要時間 30 分】 
〇次回授業の準備：あなた自身の⽣活の中
で、あなた自身に危害を与えるものはなにか
考えておく。【所要時間 30 分】 
 

輪講 ３ｰ３ 

第 3 回 Well-being の約束 
 「Well-being」とは何か？世界中の人間が Well-
being であるための知恵としての国際的な約束を確認
する。 
キーワード：人間の安全保障、SDGs 
※人命救助についてディベートを行う。 
 

〇アサインメント：SDGs について調べ、ゴ
ールの 1 つを選びあなた自身が⽣活の中で
貢献できることを書いてくる。【所要時間 
30 分】 
〇次回授業の準備：Well-being について調
べ、あなた自身にとっての Well-being につ
いて考えてくる。【所要時間 60 分】 
 

輪講 ３ｰ４ 

第 4 回 「あなた」の Well-being 
 「私」にとっての「あなた」とは誰か？「私」と他
者との関係、「私」と他者の Well-being を考える。 
キーワード：他者、誤謬 
 

〇アサインメント：”誤謬（ごびゅう）”につ
いて調べ、誤謬が引き起こされる原因を考え
を書いてくる。【所要時間 30 分】 
〇次回授業の準備：私たちが⽣活する中で、
⽣きづらさをもたらすものは何か、考えをま
とめておく。【所要時間 60 分】 
 



輪講 ３ｰ５ 

第 5 回 ⽣きるということ 
 「私」が「私」としての人⽣を全うするということ
は？「私」らしく⽣きるための具現化としての職業選
択、そのために今受ける教育について考える。 
キーワード：無知の知、To be or not to be 
※「善く⽣きる」ことについて、グループで話し合
う。 
★クール小課題 
 コロナ禍において、世界のためにあなた自身が毎日
実践しようと思うこととその理由、またやり遂げるた
めに必要なこと。 
 

〇アサインメント：あなた自身がなりたい職
業と、その理由（役に⽴ちたい、夢を与えた
い、誰かを元気にしたいというだけでなく、
どうしてそう思うのかを自分自身に問う）を
書いてくる。【所要時間 30 分】 
★クール小課題【所要時間 360 分】 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
Y01 

2.科目名 人間学Ⅰ （A グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、櫻井一成、濱名篤 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。 
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自
らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が



ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
                                                                                                                             
＜健康＞ 櫻井 一成 
 本日は快晴！ふと考える。「空はなぜ⻘いのだろうか？」子供のころ、「なぜ〜、どうして
〜」などと疑問に思ったことはないだろうか？ 「科学」とは、一定領域の対象を客観的な
方法で系統的に研究する活動である。科学の語源はラテン語の scientia で 冒頭の scio は
「知る」ことを意味する。その発端は「なぜ？」から⽣じ、「仮説」に基づき調査・研究を
行い実証に導くことである。 
 本科目（健康分野）における初講では、学⽣⽣活や社会⽣活を送るうえで、なぜ「心と体
の健康」が大切なのかについて学び、そのために必要なストレス処理や免疫力アップ法（第
２講）、そして「笑い」を⽣活の友とすることが体調維持や免疫力増強に効果的であること
を知悉し、人間関係を形成していくこと（第３講）を、様々な調査および実証研究から学ん
でいく。また第４講では、⽣命・医療倫理に関連して、自らの幸福像について考え、人⽣
100 歳時代の人⽣設計を⽴案しながら、自らの「⽣きる」意味について探求する。そして最
終講では、100 歳時代を賢くかつ軽やかに⽣き抜くために、がんや心臓病、脳卒中など発症
要因となる⽣活習慣病がなぜ惹起されるのか？ そしてこれを予防するためには、どのよう
な⽣活習慣を構築するべきかを主眼に、個々の問題点及び改善点等について PBL 形式で一
緒に考えていく。以上の学びを通して、レポート作成の基礎を身に着けるとともに、将来の
論文作成にも役⽴ててほしい。   
                                                                          
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者の小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
 「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをな
すことができるか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 



23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
   何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

【第 2 回】 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

【第 3 回】 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

【第 4 回】 
第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣ 
 少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に

【アサインメント】 
① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような



ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 

具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

【第 5 回】 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

アサインメント】なし 

【第 6 回】 

＜櫻井一成
＞                                                                        
第 1 回 心と体の健康維持 
 学⽣⽣活で最も大切なことは何だろう？ そのキー
ワードは「健康」である。毎日遅刻せず（「5 分前行
動」が重要）、休まず通学すること。そしてコミュニ
ケーション能力を伸ばしつつ友達の輪を広げ、自己確
⽴を進めながら幅広い知識や教養を身につけていくこ
とを可能とするのも、「心身が健康であること」が基
盤である。心と体のバランスが崩れると、学 

■事前準備①：現在、自分が「ストレスと感
じていること」と「癒やされること」を
各々、5 項目ずつ挙げ、項目毎に、前者につ
いては「なぜそれをストレスと感じるように
なったか？」、後者については「なぜそれに
よって癒やされると感じるか？」を付記する
こと（A４用紙 1 枚に下書きし持参するこ
と）【所要時間 30 分】 
■授業内での課題：上記について、ショート
レポートとして指定の用紙にまとめ、授業終
了時に提出する。 
■アサインメント①：授業内で配布する論文
「心のウオーキング」を読み、自らの「心身
の健康維持法」について、400 字 

【第 7 回】 

第２回 免疫力アップ法 
 中国・湖北省武漢市で確認され、感染拡大の続く
「新型コロナウイルス感染症」は、世界中の人々を不
安に陥れた。その最大不安要因は「思ったより感染力
が強く、正体がよく分からないこと。そして自分が感
染したらどうしよう」ということであろう。感染経路
の特定が困難で、知らないうちに感染し重症肺炎で死
亡する人が次々に出て不安も拡大している。そのよう
な中、感染しても無症状でケロッとしている人も… 
ではこの違いは何だろう？ それは「免疫力」の差で

■事前準備②：「免疫」と「免疫力」をキー
ワードとして、免疫力を高める取り組みと免
疫力低下の原因となることについて学習して
おこう。そして自らの免疫状態の「現状」に
おける問題点と改善策について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント②：今回配布の論文「森の
もつ「癒やし」効果の実証研究−（中略）⻘
年層に対する免疫活性効果およびストレス抑



ある。 
普段から心身の健康に配慮し、規則正しい⽣活を送っ 

制効果の検討―」を読み、自らの「免疫力ア
ップおよび維持法」について、400 字程度
で、ショートレポートとして指定用紙に 

【第 8 回】 

第３回「笑いヨガ」で⽣活の質を改善し人間関係を育
む 
「笑い」は、われわれの日常⽣活において、精神衛⽣
上欠くことのできないアイテムである。以前より、
「笑い」が気分の改善や免疫力の向上に効果的である
とされてきたが、「笑い」効果の客観的な検証は難し
い。また国内外で、「笑い」の健康効果に関する研究
が行われているが、未解明な部分も多い。最近、「笑
い」が癌やうつ病などに与える影響について研究が行
われるようになり、「笑い」の治療への導入が期待さ
れている。「笑いヨガ」は、インドの内科医により考
案された、科学的根拠に基づ 

■事前準備③：自らの「人間関係」の現状に
ついてについて、問題点と改善策について考
えてみよう（以上について、A４用紙 1 枚に
下書きし持参すること）【所要時間 30 分】 
■アサインメント③：授業内で配布する「笑
いヨガ」における自主トレーニングの有用性
について客観的に検証した研究論文、『「笑い
ヨガ」により⽣活の質を改善する −ストレ
ス低減による心身の健康維持効果の実証―』
を参考に、「笑い」をキーワードとした⽣活
改善から、人間関係の構築や対人関係改善を
図るための人との接し方について、400 字程
度で、ショートレポート 

【第 9 回】 

第４回 ⽣命・医療倫理を紐解く 〜幸福とは何か？
〜 
 ⽣を受けた人間に唯一平等に与えられた権利は
「死」である。与えられた「死」は宿命で、宿命は変
更不可能である。一方、運命はどうか？ 運命は「人
間の意志に係わらず身に巡ってくる吉凶禍福」と解さ
れ、「巡り合わせ」とされている。薬師寺執事の大谷
徹奘師によれば、「命を運ぶと書いて運命。つまり運
命とは、定められて仕方なくたどるものではない。み
ずからの命を自分の力で運んでこそ、運命といえるの
ではないか」と説いている。今後の「運命」を変える
権利は自らにあり、これを行使す 

■事前準備④：自らの幸福像について、現在
までに体験してきた中で最も大きな「幸せ」
の内容とその「幸せ」に至った過程を含め、
自らの「⽣きる」意味について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント④：上記事前準備内容をま
とめた後、左記参照のクール小課題として次
回講義開始時に提出する【所要時間 60 分】 
 

【第 10 回】 

第５回 ⽣活習慣病予防で 100 歳時代を賢く軽やか
に⽣き抜く！ 
⽣活習慣病とは、「健康的とは言えない⽣活習慣」が
関係している疾患群を指す。以前は「成人病」と呼ば
れていたが、その後、未成年でも発症の可能性がある
ことが判ってきた。今や正に国⺠病とも言われ、わが
国におけるその「代表格」である糖尿病患者は、約
1,000 万人と推計されており、その予備群を含めると
約 2,000 万人にも跳ね上がる。また高血圧、脂質異常
症といった疾患を有する人々も膨大な数に上ると推定
され、中高年の多くの方が何らかの⽣活習慣病に罹患
し、それが 

■事前準備⑤：「⽣活習慣病」についてその
概要と現状認識について学習しておこう。そ
して自らの⽣活習慣の「現状」における問題
点と改善策について考えてみよう（以上につ
いて、A４用紙 1 枚に下書きして持参するよ
うに）【所要時間 40 分】。 
■授業内での課題②：上記について、ショー
トレポートとして指定の用紙にまとめ、授業
終了時に提出する。（授業内配布論文）:１）
「⻘年層における運動負荷時の⽣理学的変
化」―運動量変化に伴う血圧および心拍数の
変動について―、２）「⻘年期におけるスト
レス応答―（第１報）軽登山運動によるバイ 

【第 11 回】 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

【第 12 回】 
第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 



族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードから、ペアワー
クで考える。 

○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

【第 13 回】 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

【第 14 回】 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

【第 15 回】 

第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
Y02 

2.科目名 人間学Ⅰ （B グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、櫻井一成、濱名篤 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。 
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自
らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が



ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
                                                                                                                             
＜健康＞ 櫻井 一成 
 本日は快晴！ふと考える。「空はなぜ⻘いのだろうか？」子供のころ、「なぜ〜、どうして
〜」などと疑問に思ったことはないだろうか？ 「科学」とは、一定領域の対象を客観的な
方法で系統的に研究する活動である。科学の語源はラテン語の scientia で 冒頭の scio は
「知る」ことを意味する。その発端は「なぜ？」から⽣じ、「仮説」に基づき調査・研究を
行い実証に導くことである。 
 本科目（健康分野）における初講では、学⽣⽣活や社会⽣活を送るうえで、なぜ「心と体
の健康」が大切なのかについて学び、そのために必要なストレス処理や免疫力アップ法（第
２講）、そして「笑い」を⽣活の友とすることが体調維持や免疫力増強に効果的であること
を知悉し、人間関係を形成していくこと（第３講）を、様々な調査および実証研究から学ん
でいく。また第４講では、⽣命・医療倫理に関連して、自らの幸福像について考え、人⽣
100 歳時代の人⽣設計を⽴案しながら、自らの「⽣きる」意味について探求する。そして最
終講では、100 歳時代を賢くかつ軽やかに⽣き抜くために、がんや心臓病、脳卒中など発症
要因となる⽣活習慣病がなぜ惹起されるのか？ そしてこれを予防するためには、どのよう
な⽣活習慣を構築するべきかを主眼に、個々の問題点及び改善点等について PBL 形式で一
緒に考えていく。以上の学びを通して、レポート作成の基礎を身に着けるとともに、将来の
論文作成にも役⽴ててほしい。   
                                                                          
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者の小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
 「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをな
すことができるか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 



23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
   何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

【第 2 回】 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

【第 3 回】 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

【第 4 回】 
第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣ 
 少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に

【アサインメント】 
① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような



ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 

具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

【第 5 回】 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

アサインメント】なし 

【第 6 回】 

＜櫻井一成
＞                                                                        
第 1 回 心と体の健康維持 
 学⽣⽣活で最も大切なことは何だろう？ そのキー
ワードは「健康」である。毎日遅刻せず（「5 分前行
動」が重要）、休まず通学すること。そしてコミュニ
ケーション能力を伸ばしつつ友達の輪を広げ、自己確
⽴を進めながら幅広い知識や教養を身につけていくこ
とを可能とするのも、「心身が健康であること」が基
盤である。心と体のバランスが崩れると、学 

■事前準備①：現在、自分が「ストレスと感
じていること」と「癒やされること」を
各々、5 項目ずつ挙げ、項目毎に、前者につ
いては「なぜそれをストレスと感じるように
なったか？」、後者については「なぜそれに
よって癒やされると感じるか？」を付記する
こと（A４用紙 1 枚に下書きし持参するこ
と）【所要時間 30 分】 
■授業内での課題：上記について、ショート
レポートとして指定の用紙にまとめ、授業終
了時に提出する。 
■アサインメント①：授業内で配布する論文
「心のウオーキング」を読み、自らの「心身
の健康維持法」について、400 字 

【第 7 回】 

第２回 免疫力アップ法 
 中国・湖北省武漢市で確認され、感染拡大の続く
「新型コロナウイルス感染症」は、世界中の人々を不
安に陥れた。その最大不安要因は「思ったより感染力
が強く、正体がよく分からないこと。そして自分が感
染したらどうしよう」ということであろう。感染経路
の特定が困難で、知らないうちに感染し重症肺炎で死
亡する人が次々に出て不安も拡大している。そのよう
な中、感染しても無症状でケロッとしている人も… 
ではこの違いは何だろう？ それは「免疫力」の差で

■事前準備②：「免疫」と「免疫力」をキー
ワードとして、免疫力を高める取り組みと免
疫力低下の原因となることについて学習して
おこう。そして自らの免疫状態の「現状」に
おける問題点と改善策について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント②：今回配布の論文「森の
もつ「癒やし」効果の実証研究−（中略）⻘
年層に対する免疫活性効果およびストレス抑



ある。 
普段から心身の健康に配慮し、規則正しい⽣活を送っ 

制効果の検討―」を読み、自らの「免疫力ア
ップおよび維持法」について、400 字程度
で、ショートレポートとして指定用紙に 

【第 8 回】 

第３回「笑いヨガ」で⽣活の質を改善し人間関係を育
む 
「笑い」は、われわれの日常⽣活において、精神衛⽣
上欠くことのできないアイテムである。以前より、
「笑い」が気分の改善や免疫力の向上に効果的である
とされてきたが、「笑い」効果の客観的な検証は難し
い。また国内外で、「笑い」の健康効果に関する研究
が行われているが、未解明な部分も多い。最近、「笑
い」が癌やうつ病などに与える影響について研究が行
われるようになり、「笑い」の治療への導入が期待さ
れている。「笑いヨガ」は、インドの内科医により考
案された、科学的根拠に基づ 

■事前準備③：自らの「人間関係」の現状に
ついてについて、問題点と改善策について考
えてみよう（以上について、A４用紙 1 枚に
下書きし持参すること）【所要時間 30 分】 
■アサインメント③：授業内で配布する「笑
いヨガ」における自主トレーニングの有用性
について客観的に検証した研究論文、『「笑い
ヨガ」により⽣活の質を改善する −ストレ
ス低減による心身の健康維持効果の実証―』
を参考に、「笑い」をキーワードとした⽣活
改善から、人間関係の構築や対人関係改善を
図るための人との接し方について、400 字程
度で、ショートレポート 

【第 9 回】 

第４回 ⽣命・医療倫理を紐解く 〜幸福とは何か？
〜 
 ⽣を受けた人間に唯一平等に与えられた権利は
「死」である。与えられた「死」は宿命で、宿命は変
更不可能である。一方、運命はどうか？ 運命は「人
間の意志に係わらず身に巡ってくる吉凶禍福」と解さ
れ、「巡り合わせ」とされている。薬師寺執事の大谷
徹奘師によれば、「命を運ぶと書いて運命。つまり運
命とは、定められて仕方なくたどるものではない。み
ずからの命を自分の力で運んでこそ、運命といえるの
ではないか」と説いている。今後の「運命」を変える
権利は自らにあり、これを行使す 

■事前準備④：自らの幸福像について、現在
までに体験してきた中で最も大きな「幸せ」
の内容とその「幸せ」に至った過程を含め、
自らの「⽣きる」意味について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント④：上記事前準備内容をま
とめた後、左記参照のクール小課題として次
回講義開始時に提出する【所要時間 60 分】 
 

【第 10 回】 

第５回 ⽣活習慣病予防で 100 歳時代を賢く軽やか
に⽣き抜く！ 
⽣活習慣病とは、「健康的とは言えない⽣活習慣」が
関係している疾患群を指す。以前は「成人病」と呼ば
れていたが、その後、未成年でも発症の可能性がある
ことが判ってきた。今や正に国⺠病とも言われ、わが
国におけるその「代表格」である糖尿病患者は、約
1,000 万人と推計されており、その予備群を含めると
約 2,000 万人にも跳ね上がる。また高血圧、脂質異常
症といった疾患を有する人々も膨大な数に上ると推定
され、中高年の多くの方が何らかの⽣活習慣病に罹患
し、それが 

■事前準備⑤：「⽣活習慣病」についてその
概要と現状認識について学習しておこう。そ
して自らの⽣活習慣の「現状」における問題
点と改善策について考えてみよう（以上につ
いて、A４用紙 1 枚に下書きして持参するよ
うに）【所要時間 40 分】。 
■授業内での課題②：上記について、ショー
トレポートとして指定の用紙にまとめ、授業
終了時に提出する。（授業内配布論文）:１）
「⻘年層における運動負荷時の⽣理学的変
化」―運動量変化に伴う血圧および心拍数の
変動について―、２）「⻘年期におけるスト
レス応答―（第１報）軽登山運動によるバイ 

【第 11 回】 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

【第 12 回】 
第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 



族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードから、ペアワー
クで考える。 

○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

【第 13 回】 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

【第 14 回】 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

【第 15 回】 

第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
Y03 

2.科目名 人間学Ⅰ （C グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、櫻井一成、濱名篤 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。 
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自
らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が



ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
                                                                                                                             
＜健康＞ 櫻井 一成 
 本日は快晴！ふと考える。「空はなぜ⻘いのだろうか？」子供のころ、「なぜ〜、どうして
〜」などと疑問に思ったことはないだろうか？ 「科学」とは、一定領域の対象を客観的な
方法で系統的に研究する活動である。科学の語源はラテン語の scientia で 冒頭の scio は
「知る」ことを意味する。その発端は「なぜ？」から⽣じ、「仮説」に基づき調査・研究を
行い実証に導くことである。 
 本科目（健康分野）における初講では、学⽣⽣活や社会⽣活を送るうえで、なぜ「心と体
の健康」が大切なのかについて学び、そのために必要なストレス処理や免疫力アップ法（第
２講）、そして「笑い」を⽣活の友とすることが体調維持や免疫力増強に効果的であること
を知悉し、人間関係を形成していくこと（第３講）を、様々な調査および実証研究から学ん
でいく。また第４講では、⽣命・医療倫理に関連して、自らの幸福像について考え、人⽣
100 歳時代の人⽣設計を⽴案しながら、自らの「⽣きる」意味について探求する。そして最
終講では、100 歳時代を賢くかつ軽やかに⽣き抜くために、がんや心臓病、脳卒中など発症
要因となる⽣活習慣病がなぜ惹起されるのか？ そしてこれを予防するためには、どのよう
な⽣活習慣を構築するべきかを主眼に、個々の問題点及び改善点等について PBL 形式で一
緒に考えていく。以上の学びを通して、レポート作成の基礎を身に着けるとともに、将来の
論文作成にも役⽴ててほしい。   
                                                                          
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者の小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
 「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをな
すことができるか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 



23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
   何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

【第 2 回】 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

【第 3 回】 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

【第 4 回】 
第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣ 
 少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に

【アサインメント】 
① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような



ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 

具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

【第 5 回】 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

アサインメント】なし 

【第 6 回】 

＜櫻井一成
＞                                                                        
第 1 回 心と体の健康維持 
 学⽣⽣活で最も大切なことは何だろう？ そのキー
ワードは「健康」である。毎日遅刻せず（「5 分前行
動」が重要）、休まず通学すること。そしてコミュニ
ケーション能力を伸ばしつつ友達の輪を広げ、自己確
⽴を進めながら幅広い知識や教養を身につけていくこ
とを可能とするのも、「心身が健康であること」が基
盤である。心と体のバランスが崩れると、学 

■事前準備①：現在、自分が「ストレスと感
じていること」と「癒やされること」を
各々、5 項目ずつ挙げ、項目毎に、前者につ
いては「なぜそれをストレスと感じるように
なったか？」、後者については「なぜそれに
よって癒やされると感じるか？」を付記する
こと（A４用紙 1 枚に下書きし持参するこ
と）【所要時間 30 分】 
■授業内での課題：上記について、ショート
レポートとして指定の用紙にまとめ、授業終
了時に提出する。 
■アサインメント①：授業内で配布する論文
「心のウオーキング」を読み、自らの「心身
の健康維持法」について、400 字 

【第 7 回】 

第２回 免疫力アップ法 
 中国・湖北省武漢市で確認され、感染拡大の続く
「新型コロナウイルス感染症」は、世界中の人々を不
安に陥れた。その最大不安要因は「思ったより感染力
が強く、正体がよく分からないこと。そして自分が感
染したらどうしよう」ということであろう。感染経路
の特定が困難で、知らないうちに感染し重症肺炎で死
亡する人が次々に出て不安も拡大している。そのよう
な中、感染しても無症状でケロッとしている人も… 
ではこの違いは何だろう？ それは「免疫力」の差で

■事前準備②：「免疫」と「免疫力」をキー
ワードとして、免疫力を高める取り組みと免
疫力低下の原因となることについて学習して
おこう。そして自らの免疫状態の「現状」に
おける問題点と改善策について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント②：今回配布の論文「森の
もつ「癒やし」効果の実証研究−（中略）⻘
年層に対する免疫活性効果およびストレス抑



ある。 
普段から心身の健康に配慮し、規則正しい⽣活を送っ 

制効果の検討―」を読み、自らの「免疫力ア
ップおよび維持法」について、400 字程度
で、ショートレポートとして指定用紙に 

【第 8 回】 

第３回「笑いヨガ」で⽣活の質を改善し人間関係を育
む 
「笑い」は、われわれの日常⽣活において、精神衛⽣
上欠くことのできないアイテムである。以前より、
「笑い」が気分の改善や免疫力の向上に効果的である
とされてきたが、「笑い」効果の客観的な検証は難し
い。また国内外で、「笑い」の健康効果に関する研究
が行われているが、未解明な部分も多い。最近、「笑
い」が癌やうつ病などに与える影響について研究が行
われるようになり、「笑い」の治療への導入が期待さ
れている。「笑いヨガ」は、インドの内科医により考
案された、科学的根拠に基づ 

■事前準備③：自らの「人間関係」の現状に
ついてについて、問題点と改善策について考
えてみよう（以上について、A４用紙 1 枚に
下書きし持参すること）【所要時間 30 分】 
■アサインメント③：授業内で配布する「笑
いヨガ」における自主トレーニングの有用性
について客観的に検証した研究論文、『「笑い
ヨガ」により⽣活の質を改善する −ストレ
ス低減による心身の健康維持効果の実証―』
を参考に、「笑い」をキーワードとした⽣活
改善から、人間関係の構築や対人関係改善を
図るための人との接し方について、400 字程
度で、ショートレポート 

【第 9 回】 

第４回 ⽣命・医療倫理を紐解く 〜幸福とは何か？
〜 
 ⽣を受けた人間に唯一平等に与えられた権利は
「死」である。与えられた「死」は宿命で、宿命は変
更不可能である。一方、運命はどうか？ 運命は「人
間の意志に係わらず身に巡ってくる吉凶禍福」と解さ
れ、「巡り合わせ」とされている。薬師寺執事の大谷
徹奘師によれば、「命を運ぶと書いて運命。つまり運
命とは、定められて仕方なくたどるものではない。み
ずからの命を自分の力で運んでこそ、運命といえるの
ではないか」と説いている。今後の「運命」を変える
権利は自らにあり、これを行使す 

■事前準備④：自らの幸福像について、現在
までに体験してきた中で最も大きな「幸せ」
の内容とその「幸せ」に至った過程を含め、
自らの「⽣きる」意味について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント④：上記事前準備内容をま
とめた後、左記参照のクール小課題として次
回講義開始時に提出する【所要時間 60 分】 
 

【第 10 回】 

第５回 ⽣活習慣病予防で 100 歳時代を賢く軽やか
に⽣き抜く！ 
⽣活習慣病とは、「健康的とは言えない⽣活習慣」が
関係している疾患群を指す。以前は「成人病」と呼ば
れていたが、その後、未成年でも発症の可能性がある
ことが判ってきた。今や正に国⺠病とも言われ、わが
国におけるその「代表格」である糖尿病患者は、約
1,000 万人と推計されており、その予備群を含めると
約 2,000 万人にも跳ね上がる。また高血圧、脂質異常
症といった疾患を有する人々も膨大な数に上ると推定
され、中高年の多くの方が何らかの⽣活習慣病に罹患
し、それが 

■事前準備⑤：「⽣活習慣病」についてその
概要と現状認識について学習しておこう。そ
して自らの⽣活習慣の「現状」における問題
点と改善策について考えてみよう（以上につ
いて、A４用紙 1 枚に下書きして持参するよ
うに）【所要時間 40 分】。 
■授業内での課題②：上記について、ショー
トレポートとして指定の用紙にまとめ、授業
終了時に提出する。（授業内配布論文）:１）
「⻘年層における運動負荷時の⽣理学的変
化」―運動量変化に伴う血圧および心拍数の
変動について―、２）「⻘年期におけるスト
レス応答―（第１報）軽登山運動によるバイ 

【第 11 回】 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

【第 12 回】 
第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 



族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードから、ペアワー
クで考える。 

○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

【第 13 回】 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

【第 14 回】 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

【第 15 回】 

第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
Y04 

2.科目名 人間学Ⅰ （再）（A グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、櫻井一成、濱名篤 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。 
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自
らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が



ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
                                                                                                                             
＜健康＞ 櫻井 一成 
 本日は快晴！ふと考える。「空はなぜ⻘いのだろうか？」子供のころ、「なぜ〜、どうして
〜」などと疑問に思ったことはないだろうか？ 「科学」とは、一定領域の対象を客観的な
方法で系統的に研究する活動である。科学の語源はラテン語の scientia で 冒頭の scio は
「知る」ことを意味する。その発端は「なぜ？」から⽣じ、「仮説」に基づき調査・研究を
行い実証に導くことである。 
 本科目（健康分野）における初講では、学⽣⽣活や社会⽣活を送るうえで、なぜ「心と体
の健康」が大切なのかについて学び、そのために必要なストレス処理や免疫力アップ法（第
２講）、そして「笑い」を⽣活の友とすることが体調維持や免疫力増強に効果的であること
を知悉し、人間関係を形成していくこと（第３講）を、様々な調査および実証研究から学ん
でいく。また第４講では、⽣命・医療倫理に関連して、自らの幸福像について考え、人⽣
100 歳時代の人⽣設計を⽴案しながら、自らの「⽣きる」意味について探求する。そして最
終講では、100 歳時代を賢くかつ軽やかに⽣き抜くために、がんや心臓病、脳卒中など発症
要因となる⽣活習慣病がなぜ惹起されるのか？ そしてこれを予防するためには、どのよう
な⽣活習慣を構築するべきかを主眼に、個々の問題点及び改善点等について PBL 形式で一
緒に考えていく。以上の学びを通して、レポート作成の基礎を身に着けるとともに、将来の
論文作成にも役⽴ててほしい。   
                                                                          
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者の小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
 「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをな
すことができるか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 



23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
   何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

【第 2 回】 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

【第 3 回】 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

【第 4 回】 
第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣ 
 少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に

【アサインメント】 
① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような



ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 

具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

【第 5 回】 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

アサインメント】なし 

【第 6 回】 

＜櫻井一成
＞                                                                        
第 1 回 心と体の健康維持 
 学⽣⽣活で最も大切なことは何だろう？ そのキー
ワードは「健康」である。毎日遅刻せず（「5 分前行
動」が重要）、休まず通学すること。そしてコミュニ
ケーション能力を伸ばしつつ友達の輪を広げ、自己確
⽴を進めながら幅広い知識や教養を身につけていくこ
とを可能とするのも、「心身が健康であること」が基
盤である。心と体のバランスが崩れると、学 

■事前準備①：現在、自分が「ストレスと感
じていること」と「癒やされること」を
各々、5 項目ずつ挙げ、項目毎に、前者につ
いては「なぜそれをストレスと感じるように
なったか？」、後者については「なぜそれに
よって癒やされると感じるか？」を付記する
こと（A４用紙 1 枚に下書きし持参するこ
と）【所要時間 30 分】 
■授業内での課題：上記について、ショート
レポートとして指定の用紙にまとめ、授業終
了時に提出する。 
■アサインメント①：授業内で配布する論文
「心のウオーキング」を読み、自らの「心身
の健康維持法」について、400 字 

【第 7 回】 

第２回 免疫力アップ法 
 中国・湖北省武漢市で確認され、感染拡大の続く
「新型コロナウイルス感染症」は、世界中の人々を不
安に陥れた。その最大不安要因は「思ったより感染力
が強く、正体がよく分からないこと。そして自分が感
染したらどうしよう」ということであろう。感染経路
の特定が困難で、知らないうちに感染し重症肺炎で死
亡する人が次々に出て不安も拡大している。そのよう
な中、感染しても無症状でケロッとしている人も… 
ではこの違いは何だろう？ それは「免疫力」の差で

■事前準備②：「免疫」と「免疫力」をキー
ワードとして、免疫力を高める取り組みと免
疫力低下の原因となることについて学習して
おこう。そして自らの免疫状態の「現状」に
おける問題点と改善策について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント②：今回配布の論文「森の
もつ「癒やし」効果の実証研究−（中略）⻘
年層に対する免疫活性効果およびストレス抑



ある。 
普段から心身の健康に配慮し、規則正しい⽣活を送っ 

制効果の検討―」を読み、自らの「免疫力ア
ップおよび維持法」について、400 字程度
で、ショートレポートとして指定用紙に 

【第 8 回】 

第３回「笑いヨガ」で⽣活の質を改善し人間関係を育
む 
「笑い」は、われわれの日常⽣活において、精神衛⽣
上欠くことのできないアイテムである。以前より、
「笑い」が気分の改善や免疫力の向上に効果的である
とされてきたが、「笑い」効果の客観的な検証は難し
い。また国内外で、「笑い」の健康効果に関する研究
が行われているが、未解明な部分も多い。最近、「笑
い」が癌やうつ病などに与える影響について研究が行
われるようになり、「笑い」の治療への導入が期待さ
れている。「笑いヨガ」は、インドの内科医により考
案された、科学的根拠に基づ 

■事前準備③：自らの「人間関係」の現状に
ついてについて、問題点と改善策について考
えてみよう（以上について、A４用紙 1 枚に
下書きし持参すること）【所要時間 30 分】 
■アサインメント③：授業内で配布する「笑
いヨガ」における自主トレーニングの有用性
について客観的に検証した研究論文、『「笑い
ヨガ」により⽣活の質を改善する −ストレ
ス低減による心身の健康維持効果の実証―』
を参考に、「笑い」をキーワードとした⽣活
改善から、人間関係の構築や対人関係改善を
図るための人との接し方について、400 字程
度で、ショートレポート 

【第 9 回】 

第４回 ⽣命・医療倫理を紐解く 〜幸福とは何か？
〜 
 ⽣を受けた人間に唯一平等に与えられた権利は
「死」である。与えられた「死」は宿命で、宿命は変
更不可能である。一方、運命はどうか？ 運命は「人
間の意志に係わらず身に巡ってくる吉凶禍福」と解さ
れ、「巡り合わせ」とされている。薬師寺執事の大谷
徹奘師によれば、「命を運ぶと書いて運命。つまり運
命とは、定められて仕方なくたどるものではない。み
ずからの命を自分の力で運んでこそ、運命といえるの
ではないか」と説いている。今後の「運命」を変える
権利は自らにあり、これを行使す 

■事前準備④：自らの幸福像について、現在
までに体験してきた中で最も大きな「幸せ」
の内容とその「幸せ」に至った過程を含め、
自らの「⽣きる」意味について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント④：上記事前準備内容をま
とめた後、左記参照のクール小課題として次
回講義開始時に提出する【所要時間 60 分】 
 

【第 10 回】 

第５回 ⽣活習慣病予防で 100 歳時代を賢く軽やか
に⽣き抜く！ 
⽣活習慣病とは、「健康的とは言えない⽣活習慣」が
関係している疾患群を指す。以前は「成人病」と呼ば
れていたが、その後、未成年でも発症の可能性がある
ことが判ってきた。今や正に国⺠病とも言われ、わが
国におけるその「代表格」である糖尿病患者は、約
1,000 万人と推計されており、その予備群を含めると
約 2,000 万人にも跳ね上がる。また高血圧、脂質異常
症といった疾患を有する人々も膨大な数に上ると推定
され、中高年の多くの方が何らかの⽣活習慣病に罹患
し、それが 

■事前準備⑤：「⽣活習慣病」についてその
概要と現状認識について学習しておこう。そ
して自らの⽣活習慣の「現状」における問題
点と改善策について考えてみよう（以上につ
いて、A４用紙 1 枚に下書きして持参するよ
うに）【所要時間 40 分】。 
■授業内での課題②：上記について、ショー
トレポートとして指定の用紙にまとめ、授業
終了時に提出する。（授業内配布論文）:１）
「⻘年層における運動負荷時の⽣理学的変
化」―運動量変化に伴う血圧および心拍数の
変動について―、２）「⻘年期におけるスト
レス応答―（第１報）軽登山運動によるバイ 

【第 11 回】 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

【第 12 回】 
第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 



族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードから、ペアワー
クで考える。 

○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

【第 13 回】 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

【第 14 回】 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

【第 15 回】 

第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
Y05 

2.科目名 人間学Ⅰ （再）（B グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、櫻井一成、濱名篤 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。 
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自
らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が



ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
                                                                                                                             
＜健康＞ 櫻井 一成 
 本日は快晴！ふと考える。「空はなぜ⻘いのだろうか？」子供のころ、「なぜ〜、どうして
〜」などと疑問に思ったことはないだろうか？ 「科学」とは、一定領域の対象を客観的な
方法で系統的に研究する活動である。科学の語源はラテン語の scientia で 冒頭の scio は
「知る」ことを意味する。その発端は「なぜ？」から⽣じ、「仮説」に基づき調査・研究を
行い実証に導くことである。 
 本科目（健康分野）における初講では、学⽣⽣活や社会⽣活を送るうえで、なぜ「心と体
の健康」が大切なのかについて学び、そのために必要なストレス処理や免疫力アップ法（第
２講）、そして「笑い」を⽣活の友とすることが体調維持や免疫力増強に効果的であること
を知悉し、人間関係を形成していくこと（第３講）を、様々な調査および実証研究から学ん
でいく。また第４講では、⽣命・医療倫理に関連して、自らの幸福像について考え、人⽣
100 歳時代の人⽣設計を⽴案しながら、自らの「⽣きる」意味について探求する。そして最
終講では、100 歳時代を賢くかつ軽やかに⽣き抜くために、がんや心臓病、脳卒中など発症
要因となる⽣活習慣病がなぜ惹起されるのか？ そしてこれを予防するためには、どのよう
な⽣活習慣を構築するべきかを主眼に、個々の問題点及び改善点等について PBL 形式で一
緒に考えていく。以上の学びを通して、レポート作成の基礎を身に着けるとともに、将来の
論文作成にも役⽴ててほしい。   
                                                                          
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者の小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
 「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをな
すことができるか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 



23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
   何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

【第 2 回】 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

【第 3 回】 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

【第 4 回】 
第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣ 
 少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に

【アサインメント】 
① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような



ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 

具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

【第 5 回】 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

アサインメント】なし 

【第 6 回】 

＜櫻井一成
＞                                                                        
第 1 回 心と体の健康維持 
 学⽣⽣活で最も大切なことは何だろう？ そのキー
ワードは「健康」である。毎日遅刻せず（「5 分前行
動」が重要）、休まず通学すること。そしてコミュニ
ケーション能力を伸ばしつつ友達の輪を広げ、自己確
⽴を進めながら幅広い知識や教養を身につけていくこ
とを可能とするのも、「心身が健康であること」が基
盤である。心と体のバランスが崩れると、学 

■事前準備①：現在、自分が「ストレスと感
じていること」と「癒やされること」を
各々、5 項目ずつ挙げ、項目毎に、前者につ
いては「なぜそれをストレスと感じるように
なったか？」、後者については「なぜそれに
よって癒やされると感じるか？」を付記する
こと（A４用紙 1 枚に下書きし持参するこ
と）【所要時間 30 分】 
■授業内での課題：上記について、ショート
レポートとして指定の用紙にまとめ、授業終
了時に提出する。 
■アサインメント①：授業内で配布する論文
「心のウオーキング」を読み、自らの「心身
の健康維持法」について、400 字 

【第 7 回】 

第２回 免疫力アップ法 
 中国・湖北省武漢市で確認され、感染拡大の続く
「新型コロナウイルス感染症」は、世界中の人々を不
安に陥れた。その最大不安要因は「思ったより感染力
が強く、正体がよく分からないこと。そして自分が感
染したらどうしよう」ということであろう。感染経路
の特定が困難で、知らないうちに感染し重症肺炎で死
亡する人が次々に出て不安も拡大している。そのよう
な中、感染しても無症状でケロッとしている人も… 
ではこの違いは何だろう？ それは「免疫力」の差で

■事前準備②：「免疫」と「免疫力」をキー
ワードとして、免疫力を高める取り組みと免
疫力低下の原因となることについて学習して
おこう。そして自らの免疫状態の「現状」に
おける問題点と改善策について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント②：今回配布の論文「森の
もつ「癒やし」効果の実証研究−（中略）⻘
年層に対する免疫活性効果およびストレス抑



ある。 
普段から心身の健康に配慮し、規則正しい⽣活を送っ 

制効果の検討―」を読み、自らの「免疫力ア
ップおよび維持法」について、400 字程度
で、ショートレポートとして指定用紙に 

【第 8 回】 

第３回「笑いヨガ」で⽣活の質を改善し人間関係を育
む 
「笑い」は、われわれの日常⽣活において、精神衛⽣
上欠くことのできないアイテムである。以前より、
「笑い」が気分の改善や免疫力の向上に効果的である
とされてきたが、「笑い」効果の客観的な検証は難し
い。また国内外で、「笑い」の健康効果に関する研究
が行われているが、未解明な部分も多い。最近、「笑
い」が癌やうつ病などに与える影響について研究が行
われるようになり、「笑い」の治療への導入が期待さ
れている。「笑いヨガ」は、インドの内科医により考
案された、科学的根拠に基づ 

■事前準備③：自らの「人間関係」の現状に
ついてについて、問題点と改善策について考
えてみよう（以上について、A４用紙 1 枚に
下書きし持参すること）【所要時間 30 分】 
■アサインメント③：授業内で配布する「笑
いヨガ」における自主トレーニングの有用性
について客観的に検証した研究論文、『「笑い
ヨガ」により⽣活の質を改善する −ストレ
ス低減による心身の健康維持効果の実証―』
を参考に、「笑い」をキーワードとした⽣活
改善から、人間関係の構築や対人関係改善を
図るための人との接し方について、400 字程
度で、ショートレポート 

【第 9 回】 

第４回 ⽣命・医療倫理を紐解く 〜幸福とは何か？
〜 
 ⽣を受けた人間に唯一平等に与えられた権利は
「死」である。与えられた「死」は宿命で、宿命は変
更不可能である。一方、運命はどうか？ 運命は「人
間の意志に係わらず身に巡ってくる吉凶禍福」と解さ
れ、「巡り合わせ」とされている。薬師寺執事の大谷
徹奘師によれば、「命を運ぶと書いて運命。つまり運
命とは、定められて仕方なくたどるものではない。み
ずからの命を自分の力で運んでこそ、運命といえるの
ではないか」と説いている。今後の「運命」を変える
権利は自らにあり、これを行使す 

■事前準備④：自らの幸福像について、現在
までに体験してきた中で最も大きな「幸せ」
の内容とその「幸せ」に至った過程を含め、
自らの「⽣きる」意味について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント④：上記事前準備内容をま
とめた後、左記参照のクール小課題として次
回講義開始時に提出する【所要時間 60 分】 
 

【第 10 回】 

第５回 ⽣活習慣病予防で 100 歳時代を賢く軽やか
に⽣き抜く！ 
⽣活習慣病とは、「健康的とは言えない⽣活習慣」が
関係している疾患群を指す。以前は「成人病」と呼ば
れていたが、その後、未成年でも発症の可能性がある
ことが判ってきた。今や正に国⺠病とも言われ、わが
国におけるその「代表格」である糖尿病患者は、約
1,000 万人と推計されており、その予備群を含めると
約 2,000 万人にも跳ね上がる。また高血圧、脂質異常
症といった疾患を有する人々も膨大な数に上ると推定
され、中高年の多くの方が何らかの⽣活習慣病に罹患
し、それが 

■事前準備⑤：「⽣活習慣病」についてその
概要と現状認識について学習しておこう。そ
して自らの⽣活習慣の「現状」における問題
点と改善策について考えてみよう（以上につ
いて、A４用紙 1 枚に下書きして持参するよ
うに）【所要時間 40 分】。 
■授業内での課題②：上記について、ショー
トレポートとして指定の用紙にまとめ、授業
終了時に提出する。（授業内配布論文）:１）
「⻘年層における運動負荷時の⽣理学的変
化」―運動量変化に伴う血圧および心拍数の
変動について―、２）「⻘年期におけるスト
レス応答―（第１報）軽登山運動によるバイ 

【第 11 回】 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

【第 12 回】 
第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 



族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードから、ペアワー
クで考える。 

○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

【第 13 回】 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

【第 14 回】 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

【第 15 回】 

第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM101-
Y06 

2.科目名 人間学Ⅰ （再）（C グループ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、櫻井一成、濱名篤 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、４質の高い教育をみんなに、５ジェンダー平等を実現しよ
う、８働きがいも経済成⻑も 
＜平等・職業＞ 濱名 篤 
 「平等・職業」をテーマとして、「職業⽣活と社会的格差」というテーマで５回の授業を
行う。 
Society5.0 等の技術革新、少子高齢社会化、コロナ禍等の急速な社会的変化によって、社会
的格差の拡大のメカニズムと、格差の拡大が社会や経済に及ぼす深刻な影響を理解すること
がいかに重要であるかが再認識されてきている。地方と大都市、性別による格差、教育格
差、職業による格差、雇用形態による格差など、日本においても他の社会と同様に様々な格
差問題がある。 
 この 5 回の授業では、人間の一⽣のなかで大きなウェイトを持つ「職業」を通して、人間
と社会の関わりを考えていく。日本は経済先進国としての豊かさを享受する一方で、少子高
齢社会への道を着実に歩みつつあり、すでに 2006 年からは人口も減少に転じており、世代
間格差は拡大し、社会としての未来はバラ⾊には見えにくくなり、これまでの日本社会の
「平等神話」は崩壊したといわれている。 
 これに加え、現代は第 4 次産業革命の到来と言われ、M・オズボーン＆K・フライの予測
によれば、AI やロボット技術の進歩によりこれから 10〜20 年の間に”消滅する職業”が多数
出てくる可能性が指摘され、職業間格差が拡大する可能性も大きい。 
 こうした格差社会においては、若者にとって“働くことの意味”は見失われがちである。自
らの人⽣の“幸せ”と職業との関係を考えることは、学⽣⽣活のうちに考え始めておく必要が



ある課題である。 
 この講義では、職業、キャリア、社会的格差、第 4 次産業革命などをキーワードに、職業
と社会的格差をめぐるこれらの諸問題を取り上げる。 
                                                                                                                             
＜健康＞ 櫻井 一成 
 本日は快晴！ふと考える。「空はなぜ⻘いのだろうか？」子供のころ、「なぜ〜、どうして
〜」などと疑問に思ったことはないだろうか？ 「科学」とは、一定領域の対象を客観的な
方法で系統的に研究する活動である。科学の語源はラテン語の scientia で 冒頭の scio は
「知る」ことを意味する。その発端は「なぜ？」から⽣じ、「仮説」に基づき調査・研究を
行い実証に導くことである。 
 本科目（健康分野）における初講では、学⽣⽣活や社会⽣活を送るうえで、なぜ「心と体
の健康」が大切なのかについて学び、そのために必要なストレス処理や免疫力アップ法（第
２講）、そして「笑い」を⽣活の友とすることが体調維持や免疫力増強に効果的であること
を知悉し、人間関係を形成していくこと（第３講）を、様々な調査および実証研究から学ん
でいく。また第４講では、⽣命・医療倫理に関連して、自らの幸福像について考え、人⽣
100 歳時代の人⽣設計を⽴案しながら、自らの「⽣きる」意味について探求する。そして最
終講では、100 歳時代を賢くかつ軽やかに⽣き抜くために、がんや心臓病、脳卒中など発症
要因となる⽣活習慣病がなぜ惹起されるのか？ そしてこれを予防するためには、どのよう
な⽣活習慣を構築するべきかを主眼に、個々の問題点及び改善点等について PBL 形式で一
緒に考えていく。以上の学びを通して、レポート作成の基礎を身に着けるとともに、将来の
論文作成にも役⽴ててほしい。   
                                                                          
＜学び＞ 濱名陽子 
 私の分担分では、「学び」というキーワードから人間を考える。人間は世代交代の方法と
して、「遺伝子」、「学ぶ」に加え、「教える」という営みを取り入れている特異な⽣き物であ
る。まずはじめに、人間の育ちの特質を知り、人間の育ちのプロセスと「教育」とのかかわ
りについて考える。次に家庭という教育の場での人間の育ちのプロセスについて、とくに
「親」の役割に焦点をあてて考え、さらに学校という教育の場での人間形成について、学校
が人間の何を育てるのかを考えたのち、「教育を受ける機会の平等」の問題を考える。最後
に⽣涯学習の時代にあって、受講⽣自身の人⽣を「学び」の視点から考える。 

19.教科書・教材 各担当教員が紹介する。 

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜濱名 篤＞ 
◎加藤久和『世代間格差−人口減少社会を問い直す−』ちくま新書，2011 
◎山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社，2014 
◎吉川 徹『学歴分断社会』ちくま新書，2009 
◎矢野真和他『教育劣位社会−教育費をめぐる世論の社会学ー』岩波書店，2016 
◎⻑山靖⽣『若者はなぜ「決めつける」のか−壊れゆく社会を⽣き抜く思考』ちくま新書，
2015  
◎竹信三恵子『正社員消滅』朝日出版新書 

21.成績評価 

3 名の担当者の小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
 「すべての人が幸せに⽣きることができる社会の実現のために、社会やあなたはなにをな
すことができるか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 



23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

＜濱名 篤＞ 
第１回 日本社会にはどのような社会的格差や不平等
があるのかを，各自の予習してきた内容を参考に考え
てみる。その上で、自分の将来の進路について考え、
さらに職業とはどのようなものなのかについて社会学
的な説明を行う。   
   何のために職業につくのか、就職する上で不安な
ことは何かについてグループディスカッションを実施
するが、ZOOM を用いるので各回に PC とイヤフォ
ンを持参すること。グループディスカッションはメン
バーを固定するので、初回に 5 人程度のユニットを
決める。 

【アサインメント】 
①あなたは日本社会の中にあるどのような社
会的格差（人種、⺠族、性、年齢・世代、職
業、正規雇用−非正規雇用、学歴などによる
格差・不平等）が問題だと思いますか。どの
ような地位による格差が、何故気になるのか
を 400 字程度にまとめて持参してくださ
い。【所要時間 30 分】 
②就職する際に、採用する側は大卒者の”何
を”評価すると思うか。【所要時間 20 分】 
③なぜ本学のこの学部･学科に入学したので
すか。 
【所要時間 10 分】 
④今回の授業の感想・質問を書いてくださ
い。 
※①〜④を第 1 回授業 

【第 2 回】 

第２回 社会から期待される能力、自分が伸ばしたい
能力をどうすれば身につけられるのか （看護学科と
教育福祉学科は「専門的職業とは何か」） 
 若者を取り巻く社会的格差のうち、学歴、正規労働
者と非正規労働者の格差に注目し、その影響について
確認する。その上で、学士力や社会人基礎力など、社
会が大卒者に期待する能力とはどのようなものなの
か、自分が伸ばしたい能力とはどのようなものなの
か、自らキャリア形成を考えていく上で、どのような
具体的課題があるのかを考えていく。 
（看護学科と教育福祉学科では、専門職とはどのよう
な職業 

【アサインメント】 
①自分が在学中に身につけることが必要な知
識、技術・スキル、態度特性を考え、KUISs
学修ベンチマークの大項目から１つを選び、
なぜそれが自分にとって大事なのか、それら
を具体的のどのように身につけていこうと思
うのかをまとめる（200 字程度）【所要時間 
30 分】 
②消滅すると予想されている職業の中で大卒
者が現在従事している職種にはどのようなも
のがあるか５つ書き、それらはなぜ消滅しそ
うか共通する理由を書く（200 字程度）。【所
要時間 60 分】 
※①〜②を第 3 回授業開始までに提出 

【第 3 回】 

第３回 職業の持続可能性〜就いた職業がなくなった
らどうするか？〜 
 就職活動をしていっても自分の希望する勤め先や職
業に就くことができなくなった場合に、自分はどのよ
うにするだろう？また、就いた職業が将来消滅したら
どうするだろうか？ 
 コロナ禍に加え、少子化、高齢化、AI やロボット
の発達などのよって職業構造が変化することが確実視
されている中で、消滅が予想されている職業はどのよ
うなものなのかを知り、その理由や背景を考えてみ
る。その上で、不要とならない職業の条件や人間にし
かできない仕事の条件とは何かを考える。併せ 

【アサインメント】 
①コロナや第 4 次産業革命で、おこる社会
的変化が自分たちのキャリアに与える影響
と、自分達がとるべき対応は何か。今からで
きる こと、就職してからできることは何で
しょうか。自分の意見をまとめたうえで、他
のグループメンバーとリモート・ディスカッ
ションを行い、グループとしての結論も書い
てください。【所要時間 60 分】 
②少子高齢社会が”自分の”将来の⽣活に与え
る影響を調べ、５点考えてまとめてくる。そ
の中で何が最も深刻か、その理由を説明しな
さい。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 4 回授業に指定 

【第 4 回】 
第４回 少子高齢社会の職業⽣活と男女共⽣ 
 少子高齢化が自分たちの将来の⽣活に与える影響に

【アサインメント】 
① 男女共⽣のために家庭⽣活でどのような



ついて考えてみる。 
 女性が出産・育児と職業⽣活を両⽴しにくい社会で
あることが少子高齢化の原因とみなされ，「働き方改
革」が検討されている。共働き・共育てが標準的なス
タイルの社会に変化しつつある状況下において、職業
⽣活と家庭⽣活における男女共⽣の在り方について考
えてみる。 
 少子高齢化が自分の人⽣・将来の⽣活にどのように
影響するのかについてグループディスカッションを実
施する。 

具体策をなすことが必要か。自分の将来を想
像して書いてください。(400 字)。【所要時
間 20 分】  
②「人⽣ 100 年時代」になると、現在の両
親の世代と比べ、人⽣の過ごし方をどのよう
に変えていかなければならなくなると予想し
ますか。そのために、卒業して職業に就いた
のちに、自分や自分の家族が取り組まなけれ
ばならないことはどんなことでしょうか。自
分の意見を書いたうえでグループで出た意見
を書いてください。【所要時間 60 分】 
※①〜②を第 5 回授業開始時 

【第 5 回】 

第５回 「働き方改革」と社会人の学び直し 
 現政権が主唱する「働き方改革」や「人⽣ 100 年
時代構想」といった提言や構想を参考に、現在の社会
が直面する格差や危機について、個人や世代としてど
のように回避や改善を図っていくかを考えていく。 
 男女共⽣のために、あなたは家庭⽣活でどのような
工夫をしますか。アクションプランについてグループ
ディスカッションを実施する。 
クール小課題  
 日本社会における様々な格差・不平等のうち、新型
コロナ感染症でどのような格差が拡大していくと予想
されるか、最も懸念されるものを一つ 

アサインメント】なし 

【第 6 回】 

＜櫻井一成
＞                                                                        
第 1 回 心と体の健康維持 
 学⽣⽣活で最も大切なことは何だろう？ そのキー
ワードは「健康」である。毎日遅刻せず（「5 分前行
動」が重要）、休まず通学すること。そしてコミュニ
ケーション能力を伸ばしつつ友達の輪を広げ、自己確
⽴を進めながら幅広い知識や教養を身につけていくこ
とを可能とするのも、「心身が健康であること」が基
盤である。心と体のバランスが崩れると、学 

■事前準備①：現在、自分が「ストレスと感
じていること」と「癒やされること」を
各々、5 項目ずつ挙げ、項目毎に、前者につ
いては「なぜそれをストレスと感じるように
なったか？」、後者については「なぜそれに
よって癒やされると感じるか？」を付記する
こと（A４用紙 1 枚に下書きし持参するこ
と）【所要時間 30 分】 
■授業内での課題：上記について、ショート
レポートとして指定の用紙にまとめ、授業終
了時に提出する。 
■アサインメント①：授業内で配布する論文
「心のウオーキング」を読み、自らの「心身
の健康維持法」について、400 字 

【第 7 回】 

第２回 免疫力アップ法 
 中国・湖北省武漢市で確認され、感染拡大の続く
「新型コロナウイルス感染症」は、世界中の人々を不
安に陥れた。その最大不安要因は「思ったより感染力
が強く、正体がよく分からないこと。そして自分が感
染したらどうしよう」ということであろう。感染経路
の特定が困難で、知らないうちに感染し重症肺炎で死
亡する人が次々に出て不安も拡大している。そのよう
な中、感染しても無症状でケロッとしている人も… 
ではこの違いは何だろう？ それは「免疫力」の差で

■事前準備②：「免疫」と「免疫力」をキー
ワードとして、免疫力を高める取り組みと免
疫力低下の原因となることについて学習して
おこう。そして自らの免疫状態の「現状」に
おける問題点と改善策について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント②：今回配布の論文「森の
もつ「癒やし」効果の実証研究−（中略）⻘
年層に対する免疫活性効果およびストレス抑



ある。 
普段から心身の健康に配慮し、規則正しい⽣活を送っ 

制効果の検討―」を読み、自らの「免疫力ア
ップおよび維持法」について、400 字程度
で、ショートレポートとして指定用紙に 

【第 8 回】 

第３回「笑いヨガ」で⽣活の質を改善し人間関係を育
む 
「笑い」は、われわれの日常⽣活において、精神衛⽣
上欠くことのできないアイテムである。以前より、
「笑い」が気分の改善や免疫力の向上に効果的である
とされてきたが、「笑い」効果の客観的な検証は難し
い。また国内外で、「笑い」の健康効果に関する研究
が行われているが、未解明な部分も多い。最近、「笑
い」が癌やうつ病などに与える影響について研究が行
われるようになり、「笑い」の治療への導入が期待さ
れている。「笑いヨガ」は、インドの内科医により考
案された、科学的根拠に基づ 

■事前準備③：自らの「人間関係」の現状に
ついてについて、問題点と改善策について考
えてみよう（以上について、A４用紙 1 枚に
下書きし持参すること）【所要時間 30 分】 
■アサインメント③：授業内で配布する「笑
いヨガ」における自主トレーニングの有用性
について客観的に検証した研究論文、『「笑い
ヨガ」により⽣活の質を改善する −ストレ
ス低減による心身の健康維持効果の実証―』
を参考に、「笑い」をキーワードとした⽣活
改善から、人間関係の構築や対人関係改善を
図るための人との接し方について、400 字程
度で、ショートレポート 

【第 9 回】 

第４回 ⽣命・医療倫理を紐解く 〜幸福とは何か？
〜 
 ⽣を受けた人間に唯一平等に与えられた権利は
「死」である。与えられた「死」は宿命で、宿命は変
更不可能である。一方、運命はどうか？ 運命は「人
間の意志に係わらず身に巡ってくる吉凶禍福」と解さ
れ、「巡り合わせ」とされている。薬師寺執事の大谷
徹奘師によれば、「命を運ぶと書いて運命。つまり運
命とは、定められて仕方なくたどるものではない。み
ずからの命を自分の力で運んでこそ、運命といえるの
ではないか」と説いている。今後の「運命」を変える
権利は自らにあり、これを行使す 

■事前準備④：自らの幸福像について、現在
までに体験してきた中で最も大きな「幸せ」
の内容とその「幸せ」に至った過程を含め、
自らの「⽣きる」意味について考えてみよう
（以上について、A４用紙 1 枚に下書きし持
参すること）【所要時間 40 分】 
■アサインメント④：上記事前準備内容をま
とめた後、左記参照のクール小課題として次
回講義開始時に提出する【所要時間 60 分】 
 

【第 10 回】 

第５回 ⽣活習慣病予防で 100 歳時代を賢く軽やか
に⽣き抜く！ 
⽣活習慣病とは、「健康的とは言えない⽣活習慣」が
関係している疾患群を指す。以前は「成人病」と呼ば
れていたが、その後、未成年でも発症の可能性がある
ことが判ってきた。今や正に国⺠病とも言われ、わが
国におけるその「代表格」である糖尿病患者は、約
1,000 万人と推計されており、その予備群を含めると
約 2,000 万人にも跳ね上がる。また高血圧、脂質異常
症といった疾患を有する人々も膨大な数に上ると推定
され、中高年の多くの方が何らかの⽣活習慣病に罹患
し、それが 

■事前準備⑤：「⽣活習慣病」についてその
概要と現状認識について学習しておこう。そ
して自らの⽣活習慣の「現状」における問題
点と改善策について考えてみよう（以上につ
いて、A４用紙 1 枚に下書きして持参するよ
うに）【所要時間 40 分】。 
■授業内での課題②：上記について、ショー
トレポートとして指定の用紙にまとめ、授業
終了時に提出する。（授業内配布論文）:１）
「⻘年層における運動負荷時の⽣理学的変
化」―運動量変化に伴う血圧および心拍数の
変動について―、２）「⻘年期におけるスト
レス応答―（第１報）軽登山運動によるバイ 

【第 11 回】 

＜濱名陽子＞ 
第１回 人間の育ちの特質 
 人間の育ちの特質を知ったうえで、人間という存在
にとって、「学び」と「教育」がなぜ大きな意義を持
つのかを考える。 

○アサインメント：Ａ.ミルンの詩の感想を
書いてくる。【所要時間 30 分】  
○次回授業の準備：「⺟性原理」「父性原理」
という言葉の意味を調べてくる。。【所要時間 
60 分】 

【第 12 回】 
第２回  家庭教育と親 
 人間が⽣まれてはじめて所属する集団である「家

○アサインメント：吉野弘の詩の感想を書い
てくる。【所要時間 30 分】 



族」。そこで出会う「親」と人間の育ちとの関係を、
⺟性原理、父性原理というキーワードから、ペアワー
クで考える。 

○次回授業の準備：学校の起源について調べ
てくる。【所要時間 60 分】 

【第 13 回】 

第３回  学校教育と教育機会の平等（その１） 
 家庭の次に人間が所属する集団である学校。「学
校」が成⽴してきた歴史を知ったうえで、学校が人間
の何を育てるのかをペアワークで考える。 

○アサインメント：シルヴァスタイン,S.の
『おおきな木』の感想を書いてくる。【所要
時間 30 分】 
○次回授業の準備：授業で示したことがらが
「教育基本法」に定める教育機会均等の原則
に反するかどうか自分の意見を書いてくる。
【所要時間 60 分】 

【第 14 回】 

第４回 学校教育と教育機会の平等（その２） 
 第３回の授業でアサインメントとして考えてきたこ
とを、グループで分かち合い、その後クラス全体で発
表する。 

○アサインメント：インドの政策は、教育機
会の均等の原則に反するかどうか、自分の意
見を書いてくる。【所要時間 60 分】   
○次回授業の準備：女性のライフサイクルを
調べてくる。【所要時間 30 分】 

【第 15 回】 

第５回  ⽣涯学習と自分の人⽣ 
 「⽣涯学習」という考え方がうまれた背景を知った
うえで、受講⽣が自分の人⽣のなかに「学び」をどの
ように位置づけ、これから「学び」とどのようにつき
あっていくかを考える。 
クール小課題 
 次の課題の中からひとつを選び、レポートを書くこ
と（レポートの詳細は、第４回の授業の際にプリント
を配布する）。 
【所要時間 360 分】 
課題Ａ：人間の育ち方には、他の動物と比較してどの
ような特徴があるか。 
課題Ｂ：⺟性原理、父性原理について、あなたが考え
ることを述べよ。 
課題Ｃ：学校教育にはど 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
A01 

2.科目名 人間学Ⅱ (A グループ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、川脇康⽣、北村正仁、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
実務家教員(防災分野:
川脇) 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、９産業と技術革新の基盤をつくろう、１０ 人や国の不平等
をなくそう、１６平和と公正をすべての人に、１７パートナーシップで目標を達成しよう 
＜国際社会と公共政策＞ （川脇康⽣） 
 20 世紀に入り交通や通信手段が急速に発達し、人類が自由に地球規模で交流し、友好を
深めたり、事業を始めたりすることが盛んになってきた。一方、国家の枠を超えて、地球全
体を対象に取り組む必要のある人類共通の課題も⽣まれてきた。本講義では公共政策とは何
かについて学ぶとともに、人類が協力して解決すべき環境問題や大災害への対応について具
体的な事例をもとに考え、これからを⽣き抜くうえで必要となるグローバルな視点を身につ
ける。 
＜災害を⽣き抜くために＞ （田中綾子） 
 私たち人間は有史以前より、自然の豊かさから恩恵を受けると同時に、自然の厳しさと向
き合ってきた。とりわけ、四季があり温泉や美味しい食物に恵まれる日本は、多様な災害に
多くみまわれることから災害のデパートともいわれている。 
 この５回の授業では、災害が多発する今を⽣き抜き、社会や暮らしを守っていくために何
が必要なのかを学ぶ。 
 具体的には、①国内の地震を中心に、過去の代表的な災害事例から発⽣メカニズムと被害
および対策について知る。そして、②都市化やグローバル化によって急速に変わりつつある
災害の様相から、今後求められる災害対応を考える。さらに、③さまざまなライフステージ



や役割において、身近にできることから行動してみる。これらを通じて、防災に関する「知
識」「意識」「行動」の基礎的な力を身につけることを目標とする。 
＜論理的思考とイノベーション＞ （北村正仁） 
 私たちは、日々の⽣活や社会活動の中で様々な問題に直面し、⾊々な迷いや悩みを抱え、
数多くの判断や意思決定をしている。この「意思決定」を少しでも論理的・合理的に行う方
法が「論理的思考」である。さらに、より良い⽣活や人⽣を送るためには、直面する課題を
解決し、新たな価値を⽣み出す「イノベーション」も重要といえる。ここでは、この「論理
的思考」や「イノベーション」について、皆さんと共に考えていく。 
 まず、問題・課題・悩み・迷いなどを整理し、「論理的思考」（ロジカルシンキング）の考
え方や手法を学ぶ。つぎに、社会課題などを解決して新たな革新的な価値を⽣み出す「イノ
ベーション」について、企業活動やリーダーの「人間学」の視点から考える。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜川脇康⽣＞ 
◎庄司真理子・宮脇昇・玉井雅隆編著『新グローバル公共政策』晃洋書房 2016 年 
◎「大災害と国際協力」研究会著、明石康・大島賢三監修『大災害に⽴ち向かう世界と日本 
災害と国際協力』佐伯印刷株式会社出版事業部 2013 年 
◎山本⺠次編『「里海」としての沿岸域の新たな利用』恒星社厚⽣閣 2010 年 
◎井上恭介・NHK｢里海｣取材班『里海資本論 日本社会は「共⽣の原理」で動く 』角川新書
2015 年 
◎世 

21.成績評価 

3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜北村正仁＞ 
第１回 問題と課題 （思考力） 
社会には様々な問題があり、一人ひとりの人⽣にも
⾊々な課題がある。そのため、多くの悩みや迷いに直
面する。これら、問題と課題、悩みと迷い、などを改
めて整理し、「思考力」を論理的に高めることの重要
性を認識・確認する。 
＜各回共通で、ディスカッション／ディベートを行
う。＞ 

〔事前準備〕 なぜ、本学・学部・学科を選
んだのか？ 大学で何を学びたいと考えてい
るのかを書き出す。【所要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
２ 

第２回 イシューを押さえる （論理思考） 
論理的に思考するためには、考え方の「枠組み」を整
理し理解する必要がある。そのためには、「イシュ
ー」（大きな問い）を明確にして押さえ、問うべき論
点と適切な根拠が重要となる。また、具体的な思考の
方法として「演繹的思考」と「帰納的思考」について
も学ぶ。 

〔事前準備〕 自分自身や身近な悩み事や迷
い事の内容と、その結論や結果を整理し、最
終的になぜそう決めたのかを書き出す。【所
要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 



  

輪講 １−
３ 

第３回 ロジカルシンキング 
「論理的思考」（ロジカルシンキング）とは、どのよ
うなものなのか、今までの考え方と何がどのように違
うのかを理解する。その上で、論理的に思考するため
に重要な「MECE」という物事の捉え方と、「ロジッ
ク･ツリー」（ピラミッド･ストラクチャー）と呼ばれ
る考え方の枠組みについて学ぶ。 
 

〔事前準備〕 コンビニには多くの商品が品
目別に分類・陳列されています。この多数の
商品を品目とは別の基準で分類する方法を出
来るだけ多く考えて書き出す。【所要時間 30
分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
４ 

第４回 社会課題とイノベーション 
国連の持続的開発目標（SDGs）の概要を確認し、現
代社会には多くの社会課題が存在することを再認識す
る。その上で、様々な企業が社会課題の解決に挑戦
し、失敗を乗り越えてビジネスとして成功させて来た
事例を確認し、仮説と検証の重要性を学ぶ。 
 

〔事前準備〕“SDGs”について調べ、特に重
要だと考える課題を選び、その理由をまとめ
る。【所要時間 60 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
５ 

第５回 イノベーションとリーダーシップ 
 イノベーションを技術ではなく人の視点で考え、知
識と知恵、形式知と暗黙知の違いや関係性を考える。
その上で「知識創造理論」（SECI モデル）を学ぶ。ま
た、組織的イノベーションにおけるリーダーの重要性
についても学ぶ。 
〔クール小課題〕 
 次の課題から一つを選び、レポートを作成する。 
課題Ａ：あなたが重要だと考える社会課題を１つ挙
げ、その理由と考えられる解決案を提起する。 
課題Ｂ：イノベーションによる社会課題の解決の視点
から、あなたが魅力的だと感ずる人物を一人挙げ、そ
の理 

〔事前準備〕 魅力的だと考える企業の製品
やサービスを挙げ、何故その製品やサービス
が魅力的であるのか、その理由をまとめる。
【所要時間 60 分】 
〔クール小課題〕【所要時間 300 分】 
 

輪講 ２−
１ 

＜川脇康⽣＞ 
第１回 グローバル社会と公共政策 
グローバル化の進展とそれがもたらすメリット・デメ
リットについて理解したうえで、国際社会における公
共の利益とは何か、それを実現するための諸政策がど
のように形成されるか具体的な事例を題材にして考察
する。 
 

[事前準備]：特になし。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、グロ
ーバル化社会の課題についてまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
２ 

第２回：国際社会のアクター 
国際社会で「公共政策」をリードしている国家以外の
様々なアクターについて学ぶとともに、国際連合、
EU、多国籍企業や NGO などにおいて、どのように
公共政策が形成され、実行されているのかを学ぶ。 
 

[事前準備]：国際社会にどのようなアクター
が存在するのか調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、国際
連合、EU、多国籍企業、NGO などの活動を
まとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
３ 

第３回：国際社会の課題（大災害） 
国際社会は持続的発展を目指しているが、その前に⽴
ちはだかる阻害要因の一つが自然災害である。災害発

[事前準備]：近年、世界で発⽣した大災害に
ついて調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、災害



⽣件数や災害による経済的な損失や損害は増大の一途
にある。これらがもたらす脅威に対処するために国際
社会はどのような活動を行っているのか、国際協力の
現状と課題を学ぶ。 
 

発⽣要因と人間活動との関係をまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
４ 

第４回：国際社会の課題（環境問題） 
国際社会が直面する最も深刻な課題の一つが環境問題
である。人口集中が進み経済活動が拡大することによ
り、沿岸海域の汚染が進展しているほか、プラスティ
ックごみによる深刻な環境問題が発⽣している。沿岸
海域の環境保全を目的にしたグローバルネットワーク
や「里海」づくりなど人と自然の共⽣に向けた取り組
みを学ぶ。 
 

[事前準備]：世界の海洋汚染について調べ
る。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、環境
保全に向けた国際的な取り組みをまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
５ 

第５回：国際社会と公共政策まとめ 
国際社会では絶えず様々な紛争が発⽣している。人類
全体が共⽣への道を歩むためには、多様な価値観を相
互に理解し合うことが重要となる。世界全体の共通課
題の解決に向けてどのような国際協力が可能か、これ
までの議論を踏まえ総括する。 
クール小課題 
?貧困、②大災害（具体的な災害を一つ取り上げるこ
と）、③海洋汚染、④気候変動、⑤森林伐採の中から
関心のあるテーマを一つを選び、国際社会が協力して
取り組むべき対応策についての考えをまとめてくださ
い。但し、必ず根拠となるデータ・図表を含めるこ 

[事前準備]：講義で示したレポートの書き方
についての注意事項を踏まえてクール小課題
をまとめ、授業開始時に提出する。 
（計 180 分） 
[アサインメント]：特になし。 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ３-１ 

＜田中綾子＞ 
第１回：人間社会と災害 
 日本の風土や自然観に触れながら、これまでの大き
な災害について知り、災害とは何かを考える。 
＜各回共通＞アサインメントをテーマにペアワークを
3 分行う。また、電子掲示板 Padlet と web クラスを
用いてアンケートやコメント、質問等による対話的な
共有を並行して進める。 
 

事前準備してくること：最も印象深かった災
害について、種類と発⽣日時と被害について
web 等で調べる【所要時間３０分】 
アサインメント：日本における災害の特徴に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間 6０分】 
 

輪講 ３-２ 

第２回：災害のメカニズムと被害 
 突然発⽣する地震のメカニズムと被害について知
り、今起きた場合の被害を検討する。また、被災者の
さまざまな痛みについて考える。 
 

事前準備してくること：地震とその他の災害
の相違点や類似点について考える【所要時間
３０分】 
アサインメント：地震による被害について、
web クラスの指定ワークに取り組む【所要
時間６０分】 
 

輪講 ３-３ 

第３回：災害への対応と対策 
 災害後の緊急対応、復旧、復興、次の災害への対策
について、さまざまな⽴場の人の取り組みを知る。ま
た備えの障害となる事柄について考える。 
 

事前準備してくること：自宅あるいは帰省先
のハザードマップを確認する【所要時間３０
分】 
アサインメント：発⽣の時間や季節によって
どのように被害が変化するかについて、web
クラスの指定ワークに取り組む【所要時間６



０分】 
 

輪講 ３-４ 

第４回：災害の教訓と伝承 
 過去の災害に学び、その教訓を活かすことの重要性
について考える。また、伝承が途絶える要因について
分析する。 
 

事前準備してくること：防災教育教材や伝承
の事例について web クラスの資料を閲覧す
る【所要時間３０分】 
アサインメント：さまざまな防災教育・啓発
のあり方について、web クラスの指定ワー
クに取り組む【所要時間６０分】 
クール小課題【所要時間３００分】 

輪講 ３-５ 

第５回：わたしたちの役割（SDGs 住み続けられるま
ちづくり） 
 懸念される地震災害の想定を知り、どのような取り
組みができるかについて考える。また、災害時の協
力・連携について考える。 
クール小課題 
 災害多発時代における市⺠の役割について、災害サ
イクルのフェイズごとに論じる。さらに、職業人であ
る 10 年後のあなた自身の災害時に直面する課題を 1
つ仮定し、具体的な対策について述べる。 
 

事前準備してくること：地震災害に対する備
えについて、個人として、さらに職業人とし
て何が必要か考える【所要時間３０分】 
アサインメント：災害時における地域連携と
広域連携、さらに同業種・異業種間の連携に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間６０分】 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
A02 

2.科目名 人間学Ⅱ (B グループ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、川脇康⽣、北村正仁、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
実務家教員(防災分野:
川脇) 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、９産業と技術革新の基盤をつくろう、１０ 人や国の不平等
をなくそう、１６平和と公正をすべての人に、１７パートナーシップで目標を達成しよう 
＜国際社会と公共政策＞ （川脇康⽣） 
 20 世紀に入り交通や通信手段が急速に発達し、人類が自由に地球規模で交流し、友好を
深めたり、事業を始めたりすることが盛んになってきた。一方、国家の枠を超えて、地球全
体を対象に取り組む必要のある人類共通の課題も⽣まれてきた。本講義では公共政策とは何
かについて学ぶとともに、人類が協力して解決すべき環境問題や大災害への対応について具
体的な事例をもとに考え、これからを⽣き抜くうえで必要となるグローバルな視点を身につ
ける。 
＜災害を⽣き抜くために＞ （田中綾子） 
 私たち人間は有史以前より、自然の豊かさから恩恵を受けると同時に、自然の厳しさと向
き合ってきた。とりわけ、四季があり温泉や美味しい食物に恵まれる日本は、多様な災害に
多くみまわれることから災害のデパートともいわれている。 
 この５回の授業では、災害が多発する今を⽣き抜き、社会や暮らしを守っていくために何
が必要なのかを学ぶ。 
 具体的には、①国内の地震を中心に、過去の代表的な災害事例から発⽣メカニズムと被害
および対策について知る。そして、②都市化やグローバル化によって急速に変わりつつある
災害の様相から、今後求められる災害対応を考える。さらに、③さまざまなライフステージ



や役割において、身近にできることから行動してみる。これらを通じて、防災に関する「知
識」「意識」「行動」の基礎的な力を身につけることを目標とする。 
＜論理的思考とイノベーション＞ （北村正仁） 
 私たちは、日々の⽣活や社会活動の中で様々な問題に直面し、⾊々な迷いや悩みを抱え、
数多くの判断や意思決定をしている。この「意思決定」を少しでも論理的・合理的に行う方
法が「論理的思考」である。さらに、より良い⽣活や人⽣を送るためには、直面する課題を
解決し、新たな価値を⽣み出す「イノベーション」も重要といえる。ここでは、この「論理
的思考」や「イノベーション」について、皆さんと共に考えていく。 
 まず、問題・課題・悩み・迷いなどを整理し、「論理的思考」（ロジカルシンキング）の考
え方や手法を学ぶ。つぎに、社会課題などを解決して新たな革新的な価値を⽣み出す「イノ
ベーション」について、企業活動やリーダーの「人間学」の視点から考える。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜川脇康⽣＞ 
◎庄司真理子・宮脇昇・玉井雅隆編著『新グローバル公共政策』晃洋書房 2016 年 
◎「大災害と国際協力」研究会著、明石康・大島賢三監修『大災害に⽴ち向かう世界と日本 
災害と国際協力』佐伯印刷株式会社出版事業部 2013 年 
◎山本⺠次編『「里海」としての沿岸域の新たな利用』恒星社厚⽣閣 2010 年 
◎井上恭介・NHK｢里海｣取材班『里海資本論 日本社会は「共⽣の原理」で動く 』角川新書
2015 年 
◎世 

21.成績評価 

3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜北村正仁＞ 
第１回 問題と課題 （思考力） 
社会には様々な問題があり、一人ひとりの人⽣にも
⾊々な課題がある。そのため、多くの悩みや迷いに直
面する。これら、問題と課題、悩みと迷い、などを改
めて整理し、「思考力」を論理的に高めることの重要
性を認識・確認する。 
＜各回共通で、ディスカッション／ディベートを行
う。＞ 

〔事前準備〕 なぜ、本学・学部・学科を選
んだのか？ 大学で何を学びたいと考えてい
るのかを書き出す。【所要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
２ 

第２回 イシューを押さえる （論理思考） 
論理的に思考するためには、考え方の「枠組み」を整
理し理解する必要がある。そのためには、「イシュ
ー」（大きな問い）を明確にして押さえ、問うべき論
点と適切な根拠が重要となる。また、具体的な思考の
方法として「演繹的思考」と「帰納的思考」について
も学ぶ。 

〔事前準備〕 自分自身や身近な悩み事や迷
い事の内容と、その結論や結果を整理し、最
終的になぜそう決めたのかを書き出す。【所
要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 



  

輪講 １−
３ 

第３回 ロジカルシンキング 
「論理的思考」（ロジカルシンキング）とは、どのよ
うなものなのか、今までの考え方と何がどのように違
うのかを理解する。その上で、論理的に思考するため
に重要な「MECE」という物事の捉え方と、「ロジッ
ク･ツリー」（ピラミッド･ストラクチャー）と呼ばれ
る考え方の枠組みについて学ぶ。 
 

〔事前準備〕 コンビニには多くの商品が品
目別に分類・陳列されています。この多数の
商品を品目とは別の基準で分類する方法を出
来るだけ多く考えて書き出す。【所要時間 30
分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
４ 

第４回 社会課題とイノベーション 
国連の持続的開発目標（SDGs）の概要を確認し、現
代社会には多くの社会課題が存在することを再認識す
る。その上で、様々な企業が社会課題の解決に挑戦
し、失敗を乗り越えてビジネスとして成功させて来た
事例を確認し、仮説と検証の重要性を学ぶ。 
 

〔事前準備〕“SDGs”について調べ、特に重
要だと考える課題を選び、その理由をまとめ
る。【所要時間 60 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
５ 

第５回 イノベーションとリーダーシップ 
 イノベーションを技術ではなく人の視点で考え、知
識と知恵、形式知と暗黙知の違いや関係性を考える。
その上で「知識創造理論」（SECI モデル）を学ぶ。ま
た、組織的イノベーションにおけるリーダーの重要性
についても学ぶ。 
〔クール小課題〕 
 次の課題から一つを選び、レポートを作成する。 
課題Ａ：あなたが重要だと考える社会課題を１つ挙
げ、その理由と考えられる解決案を提起する。 
課題Ｂ：イノベーションによる社会課題の解決の視点
から、あなたが魅力的だと感ずる人物を一人挙げ、そ
の理 

〔事前準備〕 魅力的だと考える企業の製品
やサービスを挙げ、何故その製品やサービス
が魅力的であるのか、その理由をまとめる。
【所要時間 60 分】 
〔クール小課題〕【所要時間 300 分】 
 

輪講 ２−
１ 

＜川脇康⽣＞ 
第１回 グローバル社会と公共政策 
グローバル化の進展とそれがもたらすメリット・デメ
リットについて理解したうえで、国際社会における公
共の利益とは何か、それを実現するための諸政策がど
のように形成されるか具体的な事例を題材にして考察
する。 
 

[事前準備]：特になし。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、グロ
ーバル化社会の課題についてまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
２ 

第２回：国際社会のアクター 
国際社会で「公共政策」をリードしている国家以外の
様々なアクターについて学ぶとともに、国際連合、
EU、多国籍企業や NGO などにおいて、どのように
公共政策が形成され、実行されているのかを学ぶ。 
 

[事前準備]：国際社会にどのようなアクター
が存在するのか調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、国際
連合、EU、多国籍企業、NGO などの活動を
まとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
３ 

第３回：国際社会の課題（大災害） 
国際社会は持続的発展を目指しているが、その前に⽴
ちはだかる阻害要因の一つが自然災害である。災害発

[事前準備]：近年、世界で発⽣した大災害に
ついて調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、災害



⽣件数や災害による経済的な損失や損害は増大の一途
にある。これらがもたらす脅威に対処するために国際
社会はどのような活動を行っているのか、国際協力の
現状と課題を学ぶ。 
 

発⽣要因と人間活動との関係をまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
４ 

第４回：国際社会の課題（環境問題） 
国際社会が直面する最も深刻な課題の一つが環境問題
である。人口集中が進み経済活動が拡大することによ
り、沿岸海域の汚染が進展しているほか、プラスティ
ックごみによる深刻な環境問題が発⽣している。沿岸
海域の環境保全を目的にしたグローバルネットワーク
や「里海」づくりなど人と自然の共⽣に向けた取り組
みを学ぶ。 
 

[事前準備]：世界の海洋汚染について調べ
る。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、環境
保全に向けた国際的な取り組みをまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
５ 

第５回：国際社会と公共政策まとめ 
国際社会では絶えず様々な紛争が発⽣している。人類
全体が共⽣への道を歩むためには、多様な価値観を相
互に理解し合うことが重要となる。世界全体の共通課
題の解決に向けてどのような国際協力が可能か、これ
までの議論を踏まえ総括する。 
クール小課題 
?貧困、②大災害（具体的な災害を一つ取り上げるこ
と）、③海洋汚染、④気候変動、⑤森林伐採の中から
関心のあるテーマを一つを選び、国際社会が協力して
取り組むべき対応策についての考えをまとめてくださ
い。但し、必ず根拠となるデータ・図表を含めるこ 

[事前準備]：講義で示したレポートの書き方
についての注意事項を踏まえてクール小課題
をまとめ、授業開始時に提出する。 
（計 180 分） 
[アサインメント]：特になし。 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ３-１ 

＜田中綾子＞ 
第１回：人間社会と災害 
 日本の風土や自然観に触れながら、これまでの大き
な災害について知り、災害とは何かを考える。 
＜各回共通＞アサインメントをテーマにペアワークを
3 分行う。また、電子掲示板 Padlet と web クラスを
用いてアンケートやコメント、質問等による対話的な
共有を並行して進める。 
 

事前準備してくること：最も印象深かった災
害について、種類と発⽣日時と被害について
web 等で調べる【所要時間３０分】 
アサインメント：日本における災害の特徴に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間 6０分】 
 

輪講 ３-２ 

第２回：災害のメカニズムと被害 
 突然発⽣する地震のメカニズムと被害について知
り、今起きた場合の被害を検討する。また、被災者の
さまざまな痛みについて考える。 
 

事前準備してくること：地震とその他の災害
の相違点や類似点について考える【所要時間
３０分】 
アサインメント：地震による被害について、
web クラスの指定ワークに取り組む【所要
時間６０分】 
 

輪講 ３-３ 

第３回：災害への対応と対策 
 災害後の緊急対応、復旧、復興、次の災害への対策
について、さまざまな⽴場の人の取り組みを知る。ま
た備えの障害となる事柄について考える。 
 

事前準備してくること：自宅あるいは帰省先
のハザードマップを確認する【所要時間３０
分】 
アサインメント：発⽣の時間や季節によって
どのように被害が変化するかについて、web
クラスの指定ワークに取り組む【所要時間６



０分】 
 

輪講 ３-４ 

第４回：災害の教訓と伝承 
 過去の災害に学び、その教訓を活かすことの重要性
について考える。また、伝承が途絶える要因について
分析する。 
 

事前準備してくること：防災教育教材や伝承
の事例について web クラスの資料を閲覧す
る【所要時間３０分】 
アサインメント：さまざまな防災教育・啓発
のあり方について、web クラスの指定ワー
クに取り組む【所要時間６０分】 
クール小課題【所要時間３００分】 

輪講 ３-５ 

第５回：わたしたちの役割（SDGs 住み続けられるま
ちづくり） 
 懸念される地震災害の想定を知り、どのような取り
組みができるかについて考える。また、災害時の協
力・連携について考える。 
クール小課題 
 災害多発時代における市⺠の役割について、災害サ
イクルのフェイズごとに論じる。さらに、職業人であ
る 10 年後のあなた自身の災害時に直面する課題を 1
つ仮定し、具体的な対策について述べる。 
 

事前準備してくること：地震災害に対する備
えについて、個人として、さらに職業人とし
て何が必要か考える【所要時間３０分】 
アサインメント：災害時における地域連携と
広域連携、さらに同業種・異業種間の連携に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間６０分】 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM102-
A03 

2.科目名 人間学Ⅱ (C グループ) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 濱名陽子、川脇康⽣、北村正仁、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
実務家教員(防災分野:
川脇) 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 保育士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 ３人の教員による輪講形式 
16.履修制限 留学⽣は、少なくとも入学後半年経過してから履修すること 

17.授業の目的と概要 

 科学とは、本来「人間」の⽣活をよりよくするために発達してきた。本科目では、様々な
学問（科学）分野から、「人間」に引き寄せて、ライフコースの⻑いスパンを見通して、自
分の人⽣について主体的に考え、⽣き抜いていくために必要な「考える手がかり」を提起し
ていく。本科目を通し、受講⽣が自分自身の人⽣観や世界観の確⽴にとって必要な知的刺激
を受け、自分の⽣き方を考える自⽴した職業人になっていくことを期待している。 
 人間学では、大学での学びの基本を身につけるとともに、春・秋３本ずつのクールレポー
トと、１本ずつの最終レポ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜DP との関連性＞ 
本科目を通した学びは、以下の本学 DP と関連します。 
・DP（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
・DP（３）多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
また、(4) 問題発見・解決力の内容も含みます。 
＊各教員の講義を通して、社会、文化が多様であることを理解し、世界市⺠として社会に貢
献するための基礎を養います。 
また、根拠にもとづいた、また多角的な視点（平等・職業、学び、科学技術と⽣命）で物事
を考える、思考力や判断力を身につけていきます。 
  
＜SDGs（エス・ディー・ジーズ）の 17 の目標との対応＞ 
３すべての人に健康と福祉を、９産業と技術革新の基盤をつくろう、１０ 人や国の不平等
をなくそう、１６平和と公正をすべての人に、１７パートナーシップで目標を達成しよう 
＜国際社会と公共政策＞ （川脇康⽣） 
 20 世紀に入り交通や通信手段が急速に発達し、人類が自由に地球規模で交流し、友好を
深めたり、事業を始めたりすることが盛んになってきた。一方、国家の枠を超えて、地球全
体を対象に取り組む必要のある人類共通の課題も⽣まれてきた。本講義では公共政策とは何
かについて学ぶとともに、人類が協力して解決すべき環境問題や大災害への対応について具
体的な事例をもとに考え、これからを⽣き抜くうえで必要となるグローバルな視点を身につ
ける。 
＜災害を⽣き抜くために＞ （田中綾子） 
 私たち人間は有史以前より、自然の豊かさから恩恵を受けると同時に、自然の厳しさと向
き合ってきた。とりわけ、四季があり温泉や美味しい食物に恵まれる日本は、多様な災害に
多くみまわれることから災害のデパートともいわれている。 
 この５回の授業では、災害が多発する今を⽣き抜き、社会や暮らしを守っていくために何
が必要なのかを学ぶ。 
 具体的には、①国内の地震を中心に、過去の代表的な災害事例から発⽣メカニズムと被害
および対策について知る。そして、②都市化やグローバル化によって急速に変わりつつある
災害の様相から、今後求められる災害対応を考える。さらに、③さまざまなライフステージ



や役割において、身近にできることから行動してみる。これらを通じて、防災に関する「知
識」「意識」「行動」の基礎的な力を身につけることを目標とする。 
＜論理的思考とイノベーション＞ （北村正仁） 
 私たちは、日々の⽣活や社会活動の中で様々な問題に直面し、⾊々な迷いや悩みを抱え、
数多くの判断や意思決定をしている。この「意思決定」を少しでも論理的・合理的に行う方
法が「論理的思考」である。さらに、より良い⽣活や人⽣を送るためには、直面する課題を
解決し、新たな価値を⽣み出す「イノベーション」も重要といえる。ここでは、この「論理
的思考」や「イノベーション」について、皆さんと共に考えていく。 
 まず、問題・課題・悩み・迷いなどを整理し、「論理的思考」（ロジカルシンキング）の考
え方や手法を学ぶ。つぎに、社会課題などを解決して新たな革新的な価値を⽣み出す「イノ
ベーション」について、企業活動やリーダーの「人間学」の視点から考える。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

文献リスト（下記のうち◎印が課題図書。その中から 1 冊を選ぶ。それ以外も参考文献とし
て活用すること） 
＜川脇康⽣＞ 
◎庄司真理子・宮脇昇・玉井雅隆編著『新グローバル公共政策』晃洋書房 2016 年 
◎「大災害と国際協力」研究会著、明石康・大島賢三監修『大災害に⽴ち向かう世界と日本 
災害と国際協力』佐伯印刷株式会社出版事業部 2013 年 
◎山本⺠次編『「里海」としての沿岸域の新たな利用』恒星社厚⽣閣 2010 年 
◎井上恭介・NHK｢里海｣取材班『里海資本論 日本社会は「共⽣の原理」で動く 』角川新書
2015 年 
◎世 

21.成績評価 

3 名の担当者のクール小課題レポート（800 字以上） 18 点×3＝54 点 
最終レポート（3 名の担当教員のうち 1 名を選び課題図書を読んだ上で、2000 字以上のレ
ポートを提出する） 48 点 
最終課題（共通課題） 
  
「安全・安心な社会をつくっていくために、あなたが取り組めることはなにか」 

22.コメント 一人の教員が５回しか担当しないので、欠席しないようにしましょう。 
23.オフィスアワー 未定 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

輪講 １−
１ 

＜北村正仁＞ 
第１回 問題と課題 （思考力） 
社会には様々な問題があり、一人ひとりの人⽣にも
⾊々な課題がある。そのため、多くの悩みや迷いに直
面する。これら、問題と課題、悩みと迷い、などを改
めて整理し、「思考力」を論理的に高めることの重要
性を認識・確認する。 
＜各回共通で、ディスカッション／ディベートを行
う。＞ 

〔事前準備〕 なぜ、本学・学部・学科を選
んだのか？ 大学で何を学びたいと考えてい
るのかを書き出す。【所要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
２ 

第２回 イシューを押さえる （論理思考） 
論理的に思考するためには、考え方の「枠組み」を整
理し理解する必要がある。そのためには、「イシュ
ー」（大きな問い）を明確にして押さえ、問うべき論
点と適切な根拠が重要となる。また、具体的な思考の
方法として「演繹的思考」と「帰納的思考」について
も学ぶ。 

〔事前準備〕 自分自身や身近な悩み事や迷
い事の内容と、その結論や結果を整理し、最
終的になぜそう決めたのかを書き出す。【所
要時間 30 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 



  

輪講 １−
３ 

第３回 ロジカルシンキング 
「論理的思考」（ロジカルシンキング）とは、どのよ
うなものなのか、今までの考え方と何がどのように違
うのかを理解する。その上で、論理的に思考するため
に重要な「MECE」という物事の捉え方と、「ロジッ
ク･ツリー」（ピラミッド･ストラクチャー）と呼ばれ
る考え方の枠組みについて学ぶ。 
 

〔事前準備〕 コンビニには多くの商品が品
目別に分類・陳列されています。この多数の
商品を品目とは別の基準で分類する方法を出
来るだけ多く考えて書き出す。【所要時間 30
分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
４ 

第４回 社会課題とイノベーション 
国連の持続的開発目標（SDGs）の概要を確認し、現
代社会には多くの社会課題が存在することを再認識す
る。その上で、様々な企業が社会課題の解決に挑戦
し、失敗を乗り越えてビジネスとして成功させて来た
事例を確認し、仮説と検証の重要性を学ぶ。 
 

〔事前準備〕“SDGs”について調べ、特に重
要だと考える課題を選び、その理由をまとめ
る。【所要時間 60 分】 
〔アサインメント〕 講義内容を自分なりに
整理し、自分の感想を加えてまとめる。【所
要時間 60 分】 
 

輪講 １−
５ 

第５回 イノベーションとリーダーシップ 
 イノベーションを技術ではなく人の視点で考え、知
識と知恵、形式知と暗黙知の違いや関係性を考える。
その上で「知識創造理論」（SECI モデル）を学ぶ。ま
た、組織的イノベーションにおけるリーダーの重要性
についても学ぶ。 
〔クール小課題〕 
 次の課題から一つを選び、レポートを作成する。 
課題Ａ：あなたが重要だと考える社会課題を１つ挙
げ、その理由と考えられる解決案を提起する。 
課題Ｂ：イノベーションによる社会課題の解決の視点
から、あなたが魅力的だと感ずる人物を一人挙げ、そ
の理 

〔事前準備〕 魅力的だと考える企業の製品
やサービスを挙げ、何故その製品やサービス
が魅力的であるのか、その理由をまとめる。
【所要時間 60 分】 
〔クール小課題〕【所要時間 300 分】 
 

輪講 ２−
１ 

＜川脇康⽣＞ 
第１回 グローバル社会と公共政策 
グローバル化の進展とそれがもたらすメリット・デメ
リットについて理解したうえで、国際社会における公
共の利益とは何か、それを実現するための諸政策がど
のように形成されるか具体的な事例を題材にして考察
する。 
 

[事前準備]：特になし。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、グロ
ーバル化社会の課題についてまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
２ 

第２回：国際社会のアクター 
国際社会で「公共政策」をリードしている国家以外の
様々なアクターについて学ぶとともに、国際連合、
EU、多国籍企業や NGO などにおいて、どのように
公共政策が形成され、実行されているのかを学ぶ。 
 

[事前準備]：国際社会にどのようなアクター
が存在するのか調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、国際
連合、EU、多国籍企業、NGO などの活動を
まとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
３ 

第３回：国際社会の課題（大災害） 
国際社会は持続的発展を目指しているが、その前に⽴
ちはだかる阻害要因の一つが自然災害である。災害発

[事前準備]：近年、世界で発⽣した大災害に
ついて調べる。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、災害



⽣件数や災害による経済的な損失や損害は増大の一途
にある。これらがもたらす脅威に対処するために国際
社会はどのような活動を行っているのか、国際協力の
現状と課題を学ぶ。 
 

発⽣要因と人間活動との関係をまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
４ 

第４回：国際社会の課題（環境問題） 
国際社会が直面する最も深刻な課題の一つが環境問題
である。人口集中が進み経済活動が拡大することによ
り、沿岸海域の汚染が進展しているほか、プラスティ
ックごみによる深刻な環境問題が発⽣している。沿岸
海域の環境保全を目的にしたグローバルネットワーク
や「里海」づくりなど人と自然の共⽣に向けた取り組
みを学ぶ。 
 

[事前準備]：世界の海洋汚染について調べ
る。 
[アサインメント]：講義内容を整理し、環境
保全に向けた国際的な取り組みをまとめる。 
（計 60 分） 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ２−
５ 

第５回：国際社会と公共政策まとめ 
国際社会では絶えず様々な紛争が発⽣している。人類
全体が共⽣への道を歩むためには、多様な価値観を相
互に理解し合うことが重要となる。世界全体の共通課
題の解決に向けてどのような国際協力が可能か、これ
までの議論を踏まえ総括する。 
クール小課題 
?貧困、②大災害（具体的な災害を一つ取り上げるこ
と）、③海洋汚染、④気候変動、⑤森林伐採の中から
関心のあるテーマを一つを選び、国際社会が協力して
取り組むべき対応策についての考えをまとめてくださ
い。但し、必ず根拠となるデータ・図表を含めるこ 

[事前準備]：講義で示したレポートの書き方
についての注意事項を踏まえてクール小課題
をまとめ、授業開始時に提出する。 
（計 180 分） 
[アサインメント]：特になし。 
毎回、パソコンをフル充電し持参すること。 

輪講 ３-１ 

＜田中綾子＞ 
第１回：人間社会と災害 
 日本の風土や自然観に触れながら、これまでの大き
な災害について知り、災害とは何かを考える。 
＜各回共通＞アサインメントをテーマにペアワークを
3 分行う。また、電子掲示板 Padlet と web クラスを
用いてアンケートやコメント、質問等による対話的な
共有を並行して進める。 
 

事前準備してくること：最も印象深かった災
害について、種類と発⽣日時と被害について
web 等で調べる【所要時間３０分】 
アサインメント：日本における災害の特徴に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間 6０分】 
 

輪講 ３-２ 

第２回：災害のメカニズムと被害 
 突然発⽣する地震のメカニズムと被害について知
り、今起きた場合の被害を検討する。また、被災者の
さまざまな痛みについて考える。 
 

事前準備してくること：地震とその他の災害
の相違点や類似点について考える【所要時間
３０分】 
アサインメント：地震による被害について、
web クラスの指定ワークに取り組む【所要
時間６０分】 
 

輪講 ３-３ 

第３回：災害への対応と対策 
 災害後の緊急対応、復旧、復興、次の災害への対策
について、さまざまな⽴場の人の取り組みを知る。ま
た備えの障害となる事柄について考える。 
 

事前準備してくること：自宅あるいは帰省先
のハザードマップを確認する【所要時間３０
分】 
アサインメント：発⽣の時間や季節によって
どのように被害が変化するかについて、web
クラスの指定ワークに取り組む【所要時間６



０分】 
 

輪講 ３-４ 

第４回：災害の教訓と伝承 
 過去の災害に学び、その教訓を活かすことの重要性
について考える。また、伝承が途絶える要因について
分析する。 
 

事前準備してくること：防災教育教材や伝承
の事例について web クラスの資料を閲覧す
る【所要時間３０分】 
アサインメント：さまざまな防災教育・啓発
のあり方について、web クラスの指定ワー
クに取り組む【所要時間６０分】 
クール小課題【所要時間３００分】 

輪講 ３-５ 

第５回：わたしたちの役割（SDGs 住み続けられるま
ちづくり） 
 懸念される地震災害の想定を知り、どのような取り
組みができるかについて考える。また、災害時の協
力・連携について考える。 
クール小課題 
 災害多発時代における市⺠の役割について、災害サ
イクルのフェイズごとに論じる。さらに、職業人であ
る 10 年後のあなた自身の災害時に直面する課題を 1
つ仮定し、具体的な対策について述べる。 
 

事前準備してくること：地震災害に対する備
えについて、個人として、さらに職業人とし
て何が必要か考える【所要時間３０分】 
アサインメント：災害時における地域連携と
広域連携、さらに同業種・異業種間の連携に
ついて、web クラスの指定ワークに取り組
む【所要時間６０分】 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM103-
M01 

2.科目名 倫理と社会⽣活 （倫理学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡田悠汰 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年⽣〜 

10.取得資格の要件 
高校（公⺠）中学（社会）
副専攻（⽣命と⽣活を考え
る） 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

この講義では、倫理学という学問と私たちが⽣きている社会の間の関係についてお話ししま
す。受講者の皆さんには、日常⽣活ではなじみがないように思われる倫理学が、私たちの⽣
きる社会と密接につながっていることを学んでもらいます。またそのうえで、当たり前のよ
うに営まれている社会⽣活の中に潜んでいる問題について自覚的に考えていくことが、本講
義の大きな目的です。 
*オンライン授業切り替え期間の間は、Zoom を使って授業をします。毎回 Webclass のメー
ルでリンクを送るので確認してください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①日常⽣活に潜んでいる倫理的な問題に気づき、問いを⽴てられるようになること。 
②その問いにたいして、様々な考え方を知ったうえで自分なりに考えられるようになるこ
と。 

19.教科書・教材 特に指定せず、授業資料を中心に進めていきます。 
20.参考文献 各回の授業中に参考文献を挙げていきます。 

21.成績評価 

二回のレポート（400〜1200 字）で評価します。 
中間レポート（第 8 回講義） 50 点 
期末レポート（第 15 回講義） 50 点 
＊オンライン授業切り替え期間の間は、毎回のコメントシートで出席確認を行います。 
詳しい内容は授業で説明します。 

22.コメント 

私たちの身の回りには、私たちが思っている以上に多くの問題が潜んでいます。これからの
社会をより良くしていくためには、こうした問題に気づき、考えていくことが必要です。こ
の授業では、こうした問題に簡単に答えを示すのではなく、皆さんと一緒に考えていきたい
と思っています。問題を見つけて、自分なりに考える能力は、大学を出た後の社会⽣活でも
必要な能力です。この講義を通して、自分で考えることの楽しさを感じるとともに、これか
らの社会に必要とされる能力を身につけてもらえたら幸いです。 

23.オフィスアワー 質問等は、授業の前後で対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
【ガイダンス】 
受講上の注意、成績評価について、講義で扱うテーマ
の紹介 

【以下第 15 回講義まで共通】 
Web Class を使うので、パソコンを持参し
てください。 
毎回授業後にコメントシートを書いてもらい
ます。 
授業資料も Web Class 上にアップロードし
ます。 

第 2 回 
【倫理、倫理学とはなにか】 
高校科目「倫理」との違い、「道徳」との関係、「法」
との関係を考えていきます。 

【オンライン授業切り替え期間】 
授業資料は、いままで通り Webclass で配布
します。 



 出席確認は、コメントシートで行うので必ず
提出してください。 

第 3 回 

第 3 回 【「善さ」とはなにか①】 
倫理学の扱う最も基本的なテーマである「善さ」につ
いて考えていきます。この回では、徳倫理学と共感理
論という 2 つの理論を紹介します。 
 

 

第 4 回 

【「善さ」とはなにか②】 
前回に引き続き「善さ」について考えていきます。こ
の回では、義務倫理学と功利主義の 2 つの理論を紹
介します。 
 

 

第 5 回 

【「正義」とはなにか】 
ロールズをはじめとした正義理論を紹介しつつ、「平
等」をどのように実現できるのかを考えていきます。
この回を通して、「あらゆる場所のあらゆる形態の貧
困を終わらせる」、「各国内および各国間の不平等を是
正する」といった SDGs のゴールを達成するために
必要なことを考えます。 

 

第 6 回 

【⽣命倫理①】 
この回からより具体的なテーマについて考えます。ま
ずは、「⽣命」にかかわる問題について考えていきま
す。具体的には、⽣殖補助医療（男女の産み分け、出
⽣前診断など）、終末期医療の問題を扱う予定です。 
 

 

第 7 回 
【⽣命倫理②】 
引き続き「⽣命」について考えていきます。具体的に
は、クローン技術や臓器移植の問題を扱う予定です。 

 

第 8 回 

【⽣まれたことは悪なのか】 
この回では、少し変わったテーマを扱います。最近話
題となっている「⽣まれてこない方が良かった」とい
う唱えた反出⽣主義を紹介します。 

中間レポート提出（Web Class） 

第 9 回 

【動物倫理①】 
この回では、人間の権利だけでなく動物の権利につい
て考えていきます。まずはペットのしつけという身近
な問題や、肉食の問題を扱う予定です。 
 

 

第 10 回 

【動物倫理②】 
引き続き「動物の権利」について考えていきます。具
体的には、動物実験（化粧品などの嗜好品開発、医療
用の実験）、動物園・水族館のあり方にの問題を扱う
予定です。 

 

第 11 回 

【環境倫理】 
この回では、現在でも大きな問題とされている環境問
題について考えます。動植物とともに環境の一部であ
る人間が、環境とどうかかわるべきなのでしょうか。
現代の環境問題を通して考えていきます。またこの回
を通して、SDGs のゴールの 1 つである「気候変動お

 



よびその影響を軽減するための緊急対策を講じる」こ
とをどのように達成できるのか考えましょう。 

第 12 回 

【現代技術】 
この回では、環境を破壊するのみならず、人間の存続
をも危険にさらす可能性を持つ、「現代技術」とのか
かわりを考えます。特に原子力を話題にして、どのよ
うな議論がされているのかを紹介する予定です。 

 

第 13 回 

【「正しい」戦争はあるのか】 
古くから人間は、戦争をし続けてきていますが、私た
ちはいまだに世界から「戦争」をなくすことができま
せん。しかもその戦争のなかでもある種のルールが存
在していて、「あの戦争は正しかった」と主張する人
もいます。本当に「正しい」戦争なんていうのはある
のでしょうか。この世の中から戦争をなくすために、
あらためて「戦争」について考えていきます。 
 

 

第 14 回 

【新型コロナと倫理学】 
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、私たちの
社会⽣活を一変させています。この回では、新型コロ
ナウイルスの感染拡大のなかで出てきた倫理的な問題
について考えていきます。 

 

第 15 回 

【まとめ】 
今までの授業内容をまとめたうえで、倫理が私たちの
⽣きる現代社会とどのようにかかわるのかを確認し、
今後どのように⽣活していくべきかを考えていきま
す。 
 

期末レポート提出（Web Class） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM104-
A01 

2.科目名 教育と人間形成 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠)   
中学(英語) 中学(社会)  
小学校  幼稚園 保育士 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

この授業は、「人間形成」という視点から、主に家庭、学校、社会がそれぞれもっている働
きや役割を考える 
①家庭教育と人間形成との関連を考える。 
②学校教育と人間形成との関連を考える。 
③日本の現代の教育問題のうち、いくつかの問題の概要を理解する。 
④「教育機会の平等」の問題を考える。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP の(4) 問題発見・解決力、(6) 専門的知識・技能 の活用力に関連している。 
①家庭、学校、社会における教育の概要と人間形成にとっての意義を説明できる。 
②教育機会の平等が現代社会でその程度実現しているのかを分析できる。 
③日本の教育問題の概要を説明できる。 
④「教育とは何か」ということに対して、自分の考えをもちそれを表現することができる。 
 

19.教科書・教材 
教科書は使用しません。 
毎授業教材を配布するので、それをきちんとファイルすることが必要です。 
 

20.参考文献 
中村髙康他「現場で使える教育社会学」 ミネルヴァ書房 
山野 則子 編著「子どもの貧困調査ー子どもの⽣活に関する実態調査から見えてきたも
の」明石書店 

21.成績評価 

下記の３項目についてすべてに取り組んだうえで、合計 60 点以上で単位修得となる。 
①最終レポート  ： 50% → 学習目標の①、③、④ 
②グループワーク： 45％（１回 15％×３回：グループワークのまとめと振り返り） → 
学習目標の①、② 
③宿題提出        ：  5％ → 学習目標の②、③ 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 木曜日昼休み 
 4 階 教員協働研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション：授業の進め方、評価方法につい
てのガイダンスを行う  

【第 2 回】 
Ⅰ家庭教育：①「家族」とは何か；家族という集団の
特徴を知る 

【復習】自分が受けた学校教育の中で最も印
象に残ったことを書く。 
【予習】WEB CLASS に関連する動画をア
ップしますので、視聴し自分の意見をまとめ



る 

【第 3 回】 
Ⅰ家庭教育：②日本人の子育て；日本人の子育ての特
徴を知る 

〇・「現代の日本では、子どもは大切に育て
られているか」について書いてくる（120
分） 
 ・「現代日本の家族の平均人員と核家族の
比率」を調べてくる（120 分） 
 

【第 4 回】 
Ⅰ家庭教育：③現代家族の変化と子ども；近年の家族
の変化と、子どもへの影響を考える 

◎次回までにグループで、「現代日本の子育
ての困難とそこに必要な子育て支援」を考え
てくる 
 

【第 5 回】 
Ⅰ家庭教育：④現代の子育ての困難と子育て支援（そ
の１）：グループワークⅠ 

〇・「グループワークⅠのまとめと振り返
り」を書いてくる（120 分） 
 ・「現代日本における里親制度について」
調べてくる（120 分） 
 

【第 6 回】 Ⅰ家庭教育：⑤現代の子育ての困難と子育て支援（そ
の２） 

〇・「日本ではなぜ里親制度が広がらない
か」について書いてくる（120 分） 
 ・「日本での教育を受ける機会を法律でど
のように規定しているか」を調べてくる
（120 分） 
★ワークシートⅠ提出 
 

【第 7 回】 Ⅱ学校教育：①教育機会の平等（その１） ◎次回までにグループで、夜間中学校の現状
について調べてくる（240 分） 

【第 8 回】 Ⅱ学校教育：②教育機会の平等（その２）：グループ
ワークⅡ 

〇「グループワークのまとめ」を書いてくる
（240 分） 

【第 9 回】 
Ⅱ学校教育：②教育機会の平等（その２）：グループ
ワークⅡ結果の発表と振り返り 

〇・「グループワークⅡの振り返り」を書い
てくる（150 分） 
 ・「社会教育法の該当条文について」調べ
てくる（90 分） 
★ワークシートⅡ 提出 
 

【第 10 回】 
Ⅲ社会教育：①社会教育とは何か；社会教育の種類と
主な社会教育施設について知る 

 ・「エリクソンの発達論について」調べて
くる（120 分） 
 

【第 11 回】 
Ⅲ社会教育：②ライフサイクル論と社会教育；ライフ
サイクルの実際の変化及びライフサイクルについての
考え方が、社会教育にもたらした影響を知る 

〇・「発達課題論と社会教育の関係につい
て」まとめてくる（120 分） 
 ・「現在の日本の非行率と都道府県別の統
計」を調べてくる（120 分） 
 

【第 12 回】 
Ⅳ子どもの問題行動：①少年非行；少年非行につい
て、その実態と少年非行のとらえ方を知る 

◎次回までにグループで、「非行少年の処遇
について重要なこと」を考えてくる（240
分） 

【第 13 回】 Ⅳ子どもの問題行動：②グループワークⅢ 
〇・「グループワークのまとめと振り返り」
を書いてくる（150 分） 
 ・「現在日本の不登校の最新データ」を調



べてくる(90 分） 
 

【第 14 回】 
Ⅳ子どもの問題行動：③不登校；不登校について、そ
の実態と不登校のとらえ方を知る 

〇・「自分は学校にいかないことをどのよう
に考えるか」について書いてくる（120 分） 
★ワークシートⅢ 提出 
 

【第 15 回】 
Ⅳ子どもの問題行動：④いじめ；いじめについて、そ
の実態ととらえ方を知る 

〇最終レポートに向けて、これまでの学修の
まとめを行う（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM105-
A01 

2.科目名 比較宗教論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中村みどり 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全額共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
高校（公⺠） 中学（社
会） 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義は、宗教に関する基本的知識を身につけることとともに、受講者自身の「宗教」を見
直すことを目的とする。日本人の多くは「無宗教」を自認しているが、「宗教」を持たない
⺠族はいまだかつて存在しない。誰もが、なんらかの「宗教」を持っている。さまざまな宗
教の在り方に触れることによって、自らの「宗教」を問い直し、自分とは異なる宗教を信じ
る人々を理解するための礎としていただきたい。 
受講者との対話を重視して授業を進めるため、授業の最後に 10 分程度の時間をとり、「学ん
だこと、考えたこと」について書いていただく（webc 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①日本に⽣まれ育った人は、おおむね日本的な宗教的世界観を受け入れて⽣きている。その
ことを自覚するとともに、自分自身が何を信じ、どのように⽣きたいのかを考えてもらいた
い。 
②教育職に就くことを目指している人は特に、異なる文化で育った人への理解を深める必要
がある。文化的背景が異なる人を理解することがいかに難しいかを知り、そのうえで努力を
重ねることができるようにしなければいけない。その努力の一つとして、他国の宗教理解に
努めてもらいたい。 

19.教科書・教材 
脇本平也『宗教学入門』講談社学術文庫、1997 年。プリントを配布するので、購入する必
要はない。    
 

20.参考文献 

アブラハム・Ｈ・マスロー『完全なる人間―魂のめざすもの』誠信書房、1964 年。 
Ｅ．Ｈ．エリクソン『ライフサイクル，その完結』村瀬孝雄・近藤邦夫訳、みすず書房、
1989 年。 
ジョン・デュウイー『誰れでもの信仰』岸本英夫訳、春秋社、1951 年。 
岸本英夫『死を見つめる心―ガンとたたかった十年間』講談社文庫、1973 年。 
Ｅ・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間―死にゆく人々との対話』読売新聞社、1971 年。 
Ｅ・キューブラー・ロス『死後の真実』日本教文社、1995 年。 
Ｐ・Ｒ・ハーツ『アメリカ先住⺠の宗教』⻄本あづ 

21.成績評価 

評価・評定については、次の３項目を基に総合的に行う。 
１．中間試験（20％） 
２．本試験（40％） 
３．「学んだこと、考えたこと」（40％）、ここに授業態度を含む。 

22.コメント これまで宗教について考えたことがない人も多いと思いますが、この機会に自分自身の「宗
教」を見つめてみてください。自分自身への、そして他者への理解が深まるでしょう。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。また、webclass で
の質問にも対応する。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ４ オリエンテーション（本講義の目標・内容・評定算出 自分が何を信じ、行動しているのかを客観視



月８日 の方法・進め方の確認） 
宗教の定義 
残った時間で、「私にとっての宗教」についてレポー
トを書いてもらう。 
 

するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。第１回から１４回ま
で、常に最終試験を意識しながら学び、それ
に向けて準備していただきたい。 

第２回 ４
月 15 日 

『宗教学入門』第一章「宗教学の⽴場と理解」 
宗教を、宗教学がどのようにとらえているのかを理解
してもらう。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第３回 ４
月 22 日 

第二章「宗教の原初形態」 
多くの受講⽣は、宗教を宗教団体と結び付けて考えて
いて、そのことが誤解を招いている。宗教を理解する
ために、まず宗教の原初形態について学ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第４回 ５
月６日 

第三章「科学・呪術・宗教」 
科学、呪術、宗教の関係について学ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第５回 ５
月 13 日 

第四章「宗教の諸類型」 
宗教の類型について学び、他国、他者の宗教を理解す
るための礎とする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第６回 ５
月 20 日 

第六章「宗教的実在観」 
第七章「宗教的人間観」 
第八章「宗教的世界観」  
人は誰しも、自分はどこから来てどこへ行くのか、私
とは何か、人⽣にはどういう意味があるのか、世界と
は宇宙とは何なのかと思いをはせるものだ。そういう
永遠の問いにこたえてきたのが、宗教である。この回
では、宗教的な実在観、人間観、世界観について学
ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第７回 ５
月 27 日 

中間試験 
ここまで学んだことを基礎として、自らの「宗教」に
ついて考える。試験時間は授業内では 50 分程度だ
が、webclass での提出期限は、当日 24 時とする。
最終試験に向けて、自分の考えをまとめることを目的
とする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第８回 ６
月３日 

現代人にとっての宗教 
 宗教学者岸本英夫は、「現代社会の大空には、宗教
の弔鐘が響きわたっていると感じている人が多い。そ
れは、宗教が、人の死をとむらう鐘の音ではない。現
代社会が、宗教の終焉をとむらうかの響きをもってい
る。宗教は、はたして、滅びつつあるか。それは、も
う、現代社会では無用のものとなりはてようとしてい
るのか。」と言った。岸本は、「古い宗教」が現代人の
苦悩にこたえ得ないことを認めつつ、それでも人間に
解決すべき問題がある限り、「新しい宗教」が必要だ
と考え、それを探求し続けた。そして、身近にある自
分の仕 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第９回 ６
月 10 日 

現代人にとっての宗教２ 神秘体験 
自己実現する人々の特徴として、しばしば神秘体験を
することがあげられる。マスローはこのような神秘体

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 



験こそがあらゆる宗教を⽣み出したと考えていた。こ
の回では、自己実現と神秘体験の関係について考察す
る。 

第 10 回 ６
月 17 日 

現代人にとっての宗教３ ジョン・デューイ『誰れで
もの信仰』 
マスローはデューイの宗教思想に影響を受けていた。
それについて詳しく語ってはいないが、マスローが課
題としていた社会と自己実現の関係を明らかにするた
めには、デューイの宗教観を知る必要がある。時間が
あれば、『誰れでもの信仰』を邦訳した宗教学者、岸
本英夫の⽣死観にも触れることとする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 11 回 ６
月 24 日 

現代人にとっての宗教４ Ｅ・キューブラー・ロス
『死ぬ瞬間―死にゆく人々との対話』、『死後の真実』 
  
人は、死に向き合ったときにこそ、強烈に⽣の意味を
求めるものだ。死にゆく人々の声に耳を傾け続けたキ
ューブラー・ロスの体験と思想を紹介する。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 12 回 7
月 1 日 

現代人にとっての宗教５ マハトマ・ガンディーの非
暴力  
受講者の多くは、宗教と暴力を結び付けて捉え、宗教
に対し恐怖さえ感じている。実際に、宗教に暴力的側
面があることは否めない。宗教の名のもとに戦争があ
り、残虐行為があったのは確かだ。しかし、宗教の非
暴力思想が人々を導いてきたことを忘れてはいけな
い。その一例として、ガンディーの非暴力を紹介す
る。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 13 回 ７
月 8 日 

現代人にとっての宗教６ 人間として、⽣きるという
こと。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 14 回 ７
月 15 日 

現代人にとっての宗教 これまでのまとめ。試験に向
けて、各自自分の考えをまとめる。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 15 回 ７
月 22 日 

本試験 
 これまでの講義は、すべてこの試験のためにある。
単に知識を問うのではなく、受講者自身の「宗教」を
問う試験である。授業内での試験時間は 70 分程度だ
が、webclass 提出は当日 24 時までとする。第一回
からこの試験を意識して受講していただきたい。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

HUM105-
M01 

2.科目名 比較宗教論 （宗教学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中村みどり 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全額共通 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 高校（公⺠） 中学（社
会） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義は、宗教に関する基本的知識を身につけることとともに、受講者自身の「宗教」を見
直すことを目的とする。日本人の多くは「無宗教」を自認しているが、「宗教」を持たない
⺠族はいまだかつて存在しない。誰もが、なんらかの「宗教」を持っている。さまざまな宗
教の在り方に触れることによって、自らの「宗教」を問い直し、自分とは異なる宗教を信じ
る人々を理解するための礎としていただきたい。 
受講者との対話を重視して授業を進めるため、授業の最後に 10 分程度の時間をとり、「学ん
だこと、考えたこと」について書いていただく（webc 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①日本に⽣まれ育った人は、おおむね日本的な宗教的世界観を受け入れて⽣きている。その
ことを自覚するとともに、自分自身が何を信じ、どのように⽣きたいのかを考えてもらいた
い。 
②教育職に就くことを目指している人は特に、異なる文化で育った人への理解を深める必要
がある。文化的背景が異なる人を理解することがいかに難しいかを知り、そのうえで努力を
重ねることができるようにしなければいけない。その努力の一つとして、他国の宗教理解に
努めてもらいたい。 

19.教科書・教材 脇本平也『宗教学入門』講談社学術文庫、1997 年。プリントを配布するので、購入する必
要はない。 

20.参考文献 

アブラハム・Ｈ・マスロー『完全なる人間―魂のめざすもの』誠信書房、1964 年。 
Ｅ．Ｈ．エリクソン『ライフサイクル，その完結』村瀬孝雄・近藤邦夫訳、みすず書房、
1989 年。 
ジョン・デュウイー『誰れでもの信仰』岸本英夫訳、春秋社、1951 年。 
岸本英夫『死を見つめる心―ガンとたたかった十年間』講談社文庫、1973 年。 
Ｅ・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間―死にゆく人々との対話』読売新聞社、1971 年。 
Ｅ・キューブラー・ロス『死後の真実』日本教文社、1995 年。 
Ｐ・Ｒ・ハーツ『アメリカ先住⺠の宗教』⻄本あづ 

21.成績評価 

評価・評定については、次の３項目を基に総合的に行う。 
１．中間試験（20％） 
２．本試験（40％） 
３．「学んだこと、考えたこと」（40％）、ここに授業態度を含む。    
 

22.コメント 
これまで宗教について考えたことがない人も多いと思いますが、この機会に自分自身の「宗
教」を見つめてみてください。自分自身への、そして他者への理解が深まるでしょう。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。また、webclass で
の質問にも対応する。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ４
月 12 日 

オリエンテーション（本講義の目標・内容・評定算出
の方法・進め方の確認） 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと



宗教の定義 
残った時間で、「私にとっての宗教」についてレポー
トを書いてもらう。 

はメモしておくとよい。第１回から１４回ま
で、常に最終試験を意識しながら学び、それ
に向けて準備していただきたい。 

第２回 ４
月 19 日 

『宗教学入門』第一章「宗教学の⽴場と理解」 
宗教を、宗教学がどのようにとらえているのかを理解
してもらう。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第３回 ４
月 26 日 

第二章「宗教の原初形態」 
多くの受講⽣は、宗教を宗教団体と結び付けて考えて
いて、そのことが誤解を招いている。宗教を理解する
ために、まず宗教の原初形態について学ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第４回 ５
月 10 日 

第三章「科学・呪術・宗教」 
科学、呪術、宗教の関係について学ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第５回 ５
月 17 日 

第四章「宗教の諸類型」 
宗教の類型について学び、他国、他者の宗教を理解す
るための礎とする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第６回 ５
月 24 日 

第六章「宗教的実在観」 
第七章「宗教的人間観」 
第八章「宗教的世界観」  
人は誰しも、自分はどこから来てどこへ行くのか、私
とは何か、人⽣にはどういう意味があるのか、世界と
は宇宙とは何なのかと思いをはせるものだ。そういう
永遠の問いにこたえてきたのが、宗教である。この回
では、宗教的な実在観、人間観、世界観について学
ぶ。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第７回 5 月
31 日 

中間試験 
ここまで学んだことを基礎として、自らの「宗教」に
ついて考える。試験時間は授業内では 50 分程度だ
が、webclass での提出期限は、当日 24 時とする。
最終試験に向けて、自分の考えをまとめることを目的
とする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第８回 ６
月 7 日 

現代人にとっての宗教 
 宗教学者岸本英夫は、「現代社会の大空には、宗教
の弔鐘が響きわたっていると感じている人が多い。そ
れは、宗教が、人の死をとむらう鐘の音ではない。現
代社会が、宗教の終焉をとむらうかの響きをもってい
る。宗教は、はたして、滅びつつあるか。それは、も
う、現代社会では無用のものとなりはてようとしてい
るのか。」と言った。岸本は、「古い宗教」が現代人の
苦悩にこたえ得ないことを認めつつ、それでも人間に
解決すべき問題がある限り、「新しい宗教」が必要だ
と考え、それを探求し続けた。そして、身近にある自
分の仕 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第９回 ６
月 14 日 

現代人にとっての宗教２ 神秘体験 
自己実現する人々の特徴として、しばしば神秘体験を
することがあげられる。マスローはこのような神秘体
験こそがあらゆる宗教を⽣み出したと考えていた。こ
の回では、自己実現と神秘体験の関係について考察す

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 



る。 

第 10 回 ６
月 21 日 

現代人にとっての宗教３ ジョン・デューイ『誰れで
もの信仰』 
マスローはデューイの宗教思想に影響を受けていた。
それについて詳しく語ってはいないが、マスローが課
題としていた社会と自己実現の関係を明らかにするた
めには、デューイの宗教観を知る必要がある。時間が
あれば、『誰れでもの信仰』を邦訳した宗教学者、岸
本英夫の⽣死観にも触れることとする。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 11 回 ６
月 28 日 

現代人にとっての宗教４ Ｅ・キューブラー・ロス
『死ぬ瞬間―死にゆく人々との対話』、『死後の真実』 
  
人は、死に向き合ったときにこそ、強烈に⽣の意味を
求めるものだ。死にゆく人々の声に耳を傾け続けたキ
ューブラー・ロスの体験と思想を紹介する。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 12 回 ７
月５日 

現代人にとっての宗教５ マハトマ・ガンディーの非
暴力  
受講者の多くは、宗教と暴力を結び付けて捉え、宗教
に対し恐怖さえ感じている。実際に、宗教に暴力的側
面があることは否めない。宗教の名のもとに戦争があ
り、残虐行為があったのは確かだ。しかし、宗教の非
暴力思想が人々を導いてきたことを忘れてはいけな
い。その一例として、ガンディーの非暴力を紹介す
る。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 13 回 ７
月 12 日 

現代人にとっての宗教６ 人間として、⽣きるという
こと。 
 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 14 回 ７
月 19 日 

現代人にとっての宗教 これまでのまとめ。試験に向
けて、各自自分の考えをまとめる。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 

第 15 回 ７
月 26 日 

本試験 
 これまでの講義は、すべてこの試験のためにある。
単に知識を問うのではなく、受講者自身の「宗教」を
問う試験である。授業内での試験時間は 70 分程度だ
が、webclass での提出期限は当日 24 時までとす
る。第一回からこの試験を意識して受講していただき
たい。 

自分が何を信じ、行動しているのかを客観視
するために、日常⽣活のなかで気づいたこと
はメモしておくとよい。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF102-
Y01 

2.科目名 情報倫理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 
基礎科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部社会学科 
 9.履修学年 1 年⽣ 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
絶えず変化し続ける情報社会において、適切な情報技術の利活?ができるようになるための
判断と?構えを?動に移すことができるようになることを?指します。 
概要： 
本科?では、情報社会で活動する上で適切な判断と態度を取るために必要になる知識とスキ
ルを事例調査などの学習を通して?に付けます。インターネット等の技術は日々進歩してお
り、情報社会は常に変化を続けています。このため、知識とスキルを?分でアップデートし
ていけるようになることを?指して、技術?、法律?、倫理?それぞれにおいて、データを参照
しながら情報 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科?の学習?標（＝?につくスキル）は次の通りです。 
1. インターネット上での情報発信が他者に及ぼしうる影響について説明できる 
2. プライバシー権、知的財産権など?他の権利について説明できる 
3. 情報社会において、危機回避など安全な利活?のための?法について説明できる 
4. データ・AI 活用上の課題について説明できる 
5. 情報モラルに関する知識に基づいた適切な意思決定ができる 
[関連する DP（ディプロマポリシー）] 
（1）?律性（3）多様性理解（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?
的知識・技能 の活?? 
 

19.教科書・教材 『情報倫理̲ネット時代のソーシャル・リテラシー』髙橋 慈子ほか，技術評論社，2020 年 

20.参考文献 
『2021 事例でわかる 情報モラル 30 テーマ』実教出版，2021 年 
『教養としてのデータサイエンス』内田誠一ほか，講談社，2021 年 
その他、授業中に適宜資料を配付する。 

21.成績評価 

点数の配分詳細は次のとおりです。それぞれ課題提出したうえで 60 点以上が合格になりま
す。 
（1）知識テスト （学習?標１・2・3・4 に対応）10% 
 →各テストは「満点」で合格です。（何度でもチャレンジできます） 
 →実施時期は、授業の中で指?します。 
（2）各ブロックに関する小レポート×４ （学習?標１・２・３・４・５に対応）60% 
（3）グループ作成ポスター（学習?標１・２・３・４・５に対応） 15％ 
（4）ふりかえりシート（学習?標１・２・３・４・５に対応） 15％ 

22.コメント 
・各回の授業で提?される予習・復習は、下表の「26．アサインメント（宿題）など」の欄
に記載しています。（個?差はありますが）それぞれ 120 分程度の作業となることを想定して
います。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワーは、月曜日昼休みです。 
質問や相談がある場合はこの時間を活用してください。その他、授業期間中は随時質問を受



け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・授業概要説明／ICT ツールの利用環境確認 
・「情報倫理」の理解度確認ワーク：これまでに学ん
だ「情報倫理（モラル・セキュリティ）」についてグ
ループディスカッション 

授業外学習： 
シラバスの内容確認 
教科書を概観して全体像をつかむ 

第 2 回 
ブロック(1)他者への影響① 
SNS と情報モラルについて考える 

事前学習：教科書（第 3・4・5・13・14 章
のうち指定の範囲）を読んでくる 
事後学習：本日の内容を復習 
 

第 3 回 
ブロック(1)他者への影響② 
SNS と情報モラルに関する事例を調べてみる 
→グループワークで共有 

授業外学習： 
授業中の調査ワークのつづき 

第 4 回 
ブロック(1)のまとめ 
自分自身の⽣活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（1）作成 
 WebClass から提出 
 

第 5 回 
ブロック(2)自他の権利① 
プライバシー権や個人情報保護について考える 

事前学習：教科書（第 8・9 章）を読んでく
る 
事後学習：本日の内容を復習 

第 6 回 

ブロック(2)自他の権利② 
プライバシー権や個人情報保護に関する事例を調べて
みる 
→グループワークで共有 

授業外学習： 
授業中の調査ワークのつづき 

第 7 回 
ブロック(2)のまとめ 
自分自身の⽣活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（2）作成 
 WebClass から提出 

第 8 回 
ブロック(3)情報セキュリティ① 
情報技術とセキュリティについて考える 

授業外学習： 
本日の内容を復習 
◆知識テスト の実施 

第 9 回 
ブロック(3)情報セキュリティ② 
情報技術とセキュリティに関する事例を調べてみる 
→グループワークで共有 

事前学習：教科書（第 6・7 章）を読んでく
る 
事後学習：本日の内容を復習 

第 10 回 
ブロック(3)のまとめ 
自分自身の⽣活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（3）作成 
 WebClass から提出 

第 11 回 ブロック(4)データ・AI 活用上の課題① 
データ倫理や「AI と倫理」について考える 

事前学習：教科書（第 10・11・12 章）を読
んでくる 
事後学習：本日の内容を復習 

第 12 回 

ブロック(4)データ・AI 活用上の課題② 
データ倫理や「AI と倫理」に関する事例を調べてみ
る 
→グループワークで共有 

授業外学習： 
授業中の調査ワークのつづき 

第 13 回 
ブロック(4)のまとめ 
自分自身の⽣活とどう関わるのかを考えて発信する 

授業外学習： 
◆小レポート（4）作成 
 WebClass から提出 

第 14 回 情報倫理啓蒙ポスター作成：グループで共同編集→グ 授業外学習： 



ループ発表 ◆作成したポスターの提出（グループ代表者
が WebClass で提出） 
事後学習：ここまでの学習内容を振り返り、
自身の「態度」にどのような変化があったか
考えてみる 

第 15 回 
学びのふりかえり、??評価、ポートフォリオ記述 ／ 
総評 

◆ふりかえりシート提出（WebClass：授業
中提出） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF103-Y01 2.科目名 
情報リテラシー （1/2）（4 月 8 日〜6 月 3
日） 

3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されています。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分が
所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提として、
インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、本
科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 



秋学期 金曜 4 限(研究室) 
24.授業回

数 
25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの
送受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 
・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 
● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 

課題[2] プレゼンテーション作成 



・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講
義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF103-
Y02 

2.科目名 
情報リテラシー （2/2）（4 月 8 日〜6 月 3
日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 ICT リテラシーは、クラスが指定されています。このクラスでは、留学⽣のみ受講対象とし
ますので、履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使
して、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モ
ラルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながら
データ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? 発表ポスターの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3? 発表ポスターの発表   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで
受講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）について 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリテ
ィ）（つづき） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分復習／第
3 回分予習 

第 3 回 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと
AI 倫理） 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施（WebClass 利
用、第 15 回授業日〆切） 

第 4 回 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 
クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／デ
ータ管理運用（クラウド・ローカルの区別） 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き出す 

第 6 回 
・ワープロソフトの基本操作演習 
  チラシ作成 
 

[授業外学習] 
・課題 1?データ管理方法ミニレポートを
WebClass で提出 
・word のワーク（ワークの内容について
は、授業中に指示、以下同様） 

第 7 回 
・データ分析基礎演習① 
 （Excel：入力〜関数） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 8 回 
・データ分析基礎演習② 
 （Excel：単純集計） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 9 回 
・データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作
成）・表とグラフを読み解く） 

[授業外学習] 
 Excel のワーク 

第 10 回 
レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成① 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 11 回 

レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラ
フ貼付け） 
→学習技術の最終レポートを ICT リテラシーで身に
つけたスキルを活用して作成② 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク 

第 12 回 
ポスター作成? 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 

[授業外学習] 
 課題：発表ポスター作成 

第 13 回 
ポスター作成② 
 発表ポスターの仕上げ 
 発表の準備・練習 

[授業外学習] 
 課題 2：発表ポスターを WebClass から提
出 
 発表の練習をしておく 

第 14 回 ポスター発表① 
 （課題 3 として評価） 

[授業外学習] 
 全体の振り返り・復習 

第 15 回 
ポスター発表② 
学習振り返りアピールシート作成（授業中に課題 4
として提出） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF103-Y03 2.科目名 情報リテラシー 
3.単位
数 

2 

4.授業担当教員 中嶌康二 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
ICT リテラシーは、クラスが指定されています。このクラスでは、留学⽣のみ受講対象としま
すので、履修登録の際にはご注意ください。 

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
 この授業では、?本語ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを駆使し
て、学習目標に沿った様々な成果物を作成できるようになることを目指します。 
【概要】 
 操作上の不明点等を調べて解決する?法を身につけるほか、図書館システムや WebClass
（学習?援システム）などの学内ネットワークやクラウドサービスの活用方法を習得し、?分
が所有するノートパソコン等を有効活用できるようになることを目指します。その前提とし
て、インターネット利?時やデータ収集・分析時において備えておくべき「情報セキュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

? インターネット利用やデータ収集・分析において必要となる情報セキュリティや情報モラ
ルの知識にもとづいて正しい態度をとることができる。 
② クラウドサービスを目的に合わせて利用できる。／クラウド・ローカルを区別しながらデ
ータ管理ができる。 
③ インターネットを利?して必要な情報を収集できる。 
④ 学術的なレポート作成に必要なコンテンツを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の?書を作成できる。（レポート作成の作法） 
 ・ 指定された体裁の図表・グラフを作成できる。 
 ・ 指定された体裁の発表スライドを作成できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（5）コミュニケーションスキル（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 
『イチからしっかり学ぶ?Office 基礎と情報モラル Office365・Office2019 対応』noa 出版 
その他、ワークシート等の資料を必要に応じて授業中に配付する。 

20.参考文献 『教養としてのデータサイエンス』北川 源四郎・竹村彰通 編著、講談社、 2021 

21.成績評価 

以下のすべての項?について、課題提?の際に説明する要件を満たして提出することにより、
本科?を合格（60 点以上獲得）することができる。（〆切厳守） 
?テスト（セキュリティと情報モラル） 20 点   【学習?標①に対応】 
課題 1?データ管理方法ミニレポート  10 点   【学習?標②に対応】 
課題 2? プレゼンテーションの作成  20 点   【学習?標④に対応】 
課題 3?プレゼンテーション   30 点   【学習?標(③④に対応】 
課題 4? アピールシートの作成  20 点   【学習?標①〜④に対応】 

22.コメント 

・クラス指定のため、?分が受講するクラスは掲?にて確認すること。（指定以外のクラスで受
講した場合、単位の修得ができないこともあるため注意をすること。） 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前に?
分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新処理
しておくこと） 

23.オフィスアワー  



24.授業回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

授業計画について説明 
 各自のノート PC の環境について確認 
講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）につい
て 
必須事項： 
・授業概要をスライドで説明 
・PC 等、学習環境の確認 
・「セキュリティ・情報モラル①」をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 2 回分予習 

第 2 回 

講義 
 「セキュリティ・情報モラル」（主にセキュリティ）（つづ
き） 
WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
必須事項： 
・「セキュリティ・情報モラル②」をスライドで解説 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
 

[授業外学習] 
 各自の PC 環境整備 
 セキュリティ・情報モラル既習分
復習／第 3 回分予習 

第 3 回 

● 「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫
理）  
● 関連する動画を視聴してデータサイエンスへの関心を持
たせる 
必須事項： 
「セキュリティ・情報モラル」（主に情報モラルと AI 倫理）
をスライドで解説 
 

[授業外学習] 
 復習として小テスト実施
（WebClass 利用、第 15 回授業日〆
切） 

第 4 回 

● 大学のシステム理解（図書館・WebClass 等各サービ
ス）／問題解決のための情報収集・ネット検索 
  - 図書検索： ①「検索」をメインとし、②実際に 1 冊
「借りる」 
必須事項： 
・UNIPA の「お気に入りタイトル」にキャンパスカレンダー
を登録させる 
https://www.kuins.ac.jp/campuslife/student/calendar.html 
・本学の OPAC で図書検索を経験させる 
 

[授業外学習] 
図書検索ワーク 

第 5 回 

クラウド利用（OfficeOutlook／Jamboard 等）／データ管理
運用（クラウド・ローカルの区別） 
必須事項： 
・Office ソフトを使ってクラウドとローカルの違いを理解さ
せる 
・Outlook を使って自分と先⽣にメールを送信し、メールの
送受信を経験する 
・自分の PC の「ドキュメント」（ローカル）の中に授業用フ
ォルダを作成する 
・ローカルでのデータ管理を基本とすることを周知する 

[授業外学習] 
自分のデータ管理方法を考えて書き
出す 



・Google Jamboard を使って模擬的にグループワークを経験
する  
 ※ 担当教員は Google アカウントが必 

第 6 回 

・ワープロソフトの基本操作演習 
  （チラシ作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、サンプルデータを利用してチラシを作
成する（P.60-79) 
 

課題[1] データ管理方法ミニレポー
トを WebClass で提出 
・word のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 
 

第 7 回 

● レポート作成の作法①（Word：書式設定等） 
（教科書のデータを使う） 
必須事項： 
・レポートに必要な機能について、サンプルデータを用いて
操作し、体得する。(P.81-97、ただし P.87-90 は Excel を使う
ため、第 11 回で扱う) 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 8 回 

● データ分析基礎演習① 
（Excel：起動〜印刷） 
必須事項： 
・テキストに沿って、Excel の画面構成や、データの入力方
法、罫線の使い方、印刷方法の基本操作を行う。（Ｐ100-
128） 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 9 回 

● データ分析基礎演習② 
 （Excel：計算してみる） 
必須事項： 
・テキストに沿って、四則演算、相対参照と絶対参照、簡単
な関数（最低 sum、average、if）の使い方まで、実際の操作
を通して学習する。(P130-152) 

[授業外学習] 
 Excel のワーク（授業で取り組んだ
ことを復習すること） 

第 10 回 

● データ分析基礎演習③ 
 （Excel：データの視覚化（グラフ種類選択・作成） 
必須事項： 
・テキストに沿って、よく使うグラフ（棒グラフ、円グラ
フ）の作成方法について、実際の操作を通して学習する。
（Ｐ．153-176） 
・時間的な余裕があれば、レーダーチャート、複合グラフ、
グラフの印刷方法について扱う。 
 

[授業外学習] 
Excel のワーク（授業で取り組んだこ
とを復習すること） 

第 11 回 

● レポート作成の作法②（Excel&Word：罫線表・グラフ貼
付け） 
必須事項： 
・これまでの Word と Excel のおさらい 
・第 7 回の Word ファイルに、データのみ入った Excel を用
いて作成した表とグラフを挿入し、レポートを完成させる。
（P.87-90) 
 

[授業外学習] 
 レポート作成ワーク（授業で取り
組んだことを復習すること） 

第 12 回 

● プレゼンテーション作成① 
 レイアウト設計・掲載コンテンツ準備 
必須事項： 
・プレゼンテーションの基本（発表スタイル、流れ等）の講

課題[2] プレゼンテーション作成 



義（Ｐ．178-185） 
・プレゼンテーションツールの基本操作（Ｐ．186-242、ただ
し逐一レクチャする必要はない） 
・プレゼンテーション課題の提示 
※ テーマはクラスで自由に設定してください。例え
ば：地元紹介、学習技術の最終課題テーマ、この科目での学
習の自己評価・振り返り。 
 

第 13 回 

●プレゼンテーション作成② 
 プレゼンテーションの仕上げ 
 発表の準備・練習   
必須事項： 
・プレゼンテーション作成の指導 
 

課題[2] プレゼンテーションファイ
ルを WebClass から提出 
 発表の練習をしておく 
 

第 14 回 
● プレゼンテーション① （課題[3]として評価）  
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 

全体の振り返り・復習 

第 15 回 

● プレゼンテーション② （課題[3]として評価） 
● 学習振り返りアピールシート作成 
必須事項： 
・プレゼンテーションについての指導 
・学習振り返りアピールシートの作成と提出の指示 
 

授業中に課題[4]として提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF201-
Y01 

2.科目名 システム思考 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
社会学部 データサイエンス専攻 推奨 
他学部 推奨 9.履修学年 

社会学部 2 年⽣以上 
他学部 2 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 チームベースの PBL 型アクティブラーニ
ング 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

システム思考の考え方は、1950 年代にマサチューセッツ工科大学のシステム理論研究によ
って開発されたシミュレーション分析手法です。もともとは理工系分野で活用されていたも
のでしたが、1960 代に社会や経済、ビジネスなどへの応用論が提唱されるようになり、シ
ステムダイナミクスという学問となり、今でも多くの社会分野で活用されています。コロナ
禍でこれまでの常識や慣習にとらわれない学習し続けることのできる組織が重要であること
がわかりました。そのために必要な 5 つの規律：「メンタルモデル」「対話」「パーソナルマ
スタリー」「 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

以下に示す本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力、(5)コミ
ュニケーションスキル、(6)専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています． 
①コンピュータやインターネットといった情報手段の使い、情報収集、情報分析ができる 
②収集した情報データを整理、解析し、現状における問題点の同定ができる 
③システム思考のためのシンキングツールを活用し、現状分析、シナリオプラニングができ
る 
④システム思考の学習領域で、チーム活動による PBL ができる  
⑤チームの PBL の成果をリッチメディアを駆使して、情報発信・情報共有ができる 
到達?標（毎回のチームベースの演習の中でマイクロインサーションで内省化していく） 
・予めチームで合意した問題課題の領域で、俯瞰的な視点からクリティカルシンキング・ク
リエーティブシンキングができる。 
・クリティカルシンキングのためのシンキングツールを駆使して問題課題を多?的に分析で
き、最適な解決策のイノベーションに結び付けることができる。 
・問題解決案の内容的評価方法について計画し、PDCA のサイクルを廻すマインドセットを
持つことができる。 
・イノベーションに繋がる様々な思考発想法の功罪について理解し、状況に合わせて活用で
きる。 
チームベース構成で、プロジェクトチームで実践的にそれぞれのチームメンバーの役割の 
視点から経験を積みながら PBL 型でシステム思考のプロセスを学んでいく。プロジェクト
の 
成果物はチームによる最終プレゼンテーションで共有し、フィードバックセッションで 
学びのふりかえりをおこなう。 
 

19.教科書・教材 『社会変革のためにシステム思考実践ガイド』, 英治出版 

20.参考文献 
適宜、資料を配布します。 
授業の進行に合わせて、随時、WebClass に提示します。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
（個人の学びの評価）・・・授業各回での個人レベルの学びのふりかえりレポート［学習目



標①、②、③、④、⑤に対応］ 
課題作業ファイルの提出・・・4 点×15 回＝60 点 
※出席なしでのふりかえりレポートは認めない 
（チームによる PBL 学習・チーム貢献評価）［学習目標①、②、③、④、⑤に対応］ 
プログレスレポート課題 1：テーマ領域・情報データ収集・現状分析方法・・・・10 点 
［学習目標①、②、③に対応］ 
プログレスレポート課題 2：現状分析・課題定義・・・10 点 ［学習目標①、② 

22.コメント ノート PC を授業中リサーチツール・シンキングツール・学びの共有の場として使用しま
す。必ず持参してください。 

23.オフィスアワー 毎週金曜日 昼休み〜3 限目 1 号館２F（メディアサポートセンター内学修支援室） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Introduction 
講義：本コースの説明，シラバスの説明、ハウスルー
ルの説明 
チーム学習活動：チームビルディング、エンパシービ
ルディング、ブレインストーミング 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 2 回】 

考えるということ・クリティカルシンキング（１） 
講義：シンキングツールを使って考える（マインドマ
ップ・マンダラート・PMI・SWOT 等) 
チーム学習活動：シンキングツール実践演習 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 3 回】 

考えるということ・クリティカルシンキング（２） 
講義：シンキングツールを使って考える（ロジカルシ
ンキング・水平思考等） 
チーム学習活動：実践演習 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 4 回】 

システム思考演習１：課題領域の設定 
講義：身の回りの社会の一局面を取り上げ、テーマ領
域を絞りこむ 
チーム学習活動：実践演習（ブレインストーミング・
ディスカッション・コンセンサスビルディング） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 5 回】 

システム思考演習２：課題領域の設定ー＞現状分析
（１） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する 
チーム学習活動：実践演習（PMI 分析・思考キャン
バス・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 6 回】 

システム思考演習３：課題領域の設定ー＞現状分析
（２） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する、進捗確認 
チーム学習活動：実践演習（PMI 分析・思考キャン
バス・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 7 回】 

システム思考演習４：課題領域の設定ー＞現状分析ー
＞シナリオプラニング（１） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する 
チーム学習活動：実践演習（思考キャンバス・SWOT

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 



分析・ディスカッション） 

【第 8 回】 

システム思考演習５：課題領域の設定ー＞現状分析ー
＞シナリオプラニング（２） 
講義：絞り込んだテーマ領域について、現状の問題
点・利点について分析する、進捗確認 
チーム学習活動：実践演習（思考キャンバス・SWOT
分析・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 9 回】 

システム思考演習６：設定したテーマ領域での最重要
課題の同定 
講義：絞り込んだテーマ領域についての調査分析結果
を踏まえて、予め予測していた課題を評価・吟味する 
チーム学習活動：実践演習（これまでの演習プロセス
のふりかえりと評価・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 10 回】 

システム思考演習７：前回までの学びの成果を可視化
する 
講義：これまでの演習活動の成果を可視化する 
チーム学習活動：実践演習（これまでの演習活動成果
をポスター１枚にまとめる、クラスで共有） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 11 回】 

システム思考演習８：Pitch 形式によるプログレスレ
ポート 
講義・チーム学習活動：これまでの演習活動の成果を
まとめたポスターを使って、Pitch 形式によるプレゼ
ンテーション＆評価セッションをおこなう 
チーム学習活動：実践演習（コメントセッションを反
映した改善版の作成） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 12 回】 

システム思考演習９：解決案の作成（１） 
講義・チーム学習活動：これまでの演習活動の成果を
まとめたポスター等を基に、解決策を提案する 
チーム学習活動：実践演習（ブレインストーミング・
クリエーティブシンキング・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 13 回】 

システム思考演習１０：解決案の作成（２） 
講義・チーム学習活動：チームで挙がった解決策案を
評価し、最適な解決策を一つ絞り提案する 
チーム学習活動：実践演習（コンセンサス・ビルディ
ング・ディスカッション） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 14 回】 

システム思考演習１１：最終報告書の作成（１） 
講義・チーム学習活動：チームのシステム思考での学
びのふりかえりを含めた成果物をリッチメディアを駆
使して作成する 
チーム学習活動：実践演習（それぞれのチームメンバ
ーの得手とするリッチメディアを駆使して DX 時代の
最終報告書を作成する） 

・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・ふりかえりレポートの作成・提出 
・次回の予習：教科書の該当箇所を読んでお
く 

【第 15 回】 

システム思考演習１２：最終報告書の作成（２）＆ふ
りかえり 
講義・チーム学習活動：チームのシステム思考での学
びのふりかえりを含めた成果物をリッチメディアを駆
使して完成する 
チーム学習活動：実践演習（それぞれのチームメンバ

チーム課題提出：課題 4 を提出（締切） 
・今回の復習：教科書・配布資料の復習 
・総括ふりかえりレポートの作成・提出 
・授業アンケート・ポートフォリオ記入 



ーの得手とするリッチメディアを駆使して DX 時代の
最終報告書を完成し、クラス全体共有キャンバスで共
有・コメントセッションをおこなう） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INF203-
Y01 

2.科目名 情報科学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 専門教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
情報社会を支える基本技術や概念を理解し、説明できるようになることを目指します。 
【概要】 
情報社会において、コンピュータは欠かせない道具で、ハードウェアとソフトウェアの組み
合わせにより動作を実現する装置である。この科目では、情報とその表現、ハードウェアの
仕組みと周辺装置、基本ソフトウェアの機能とアプリケーションの体系、情報処理システム
とネットワークなどを学習し、コンピュータの基本構造とソフトウェアの基本原理に関する
知識を身につける。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 情報科学の基礎として、情報とその表現に関する知識を説明できる 
② コンピュータハードウェアの仕組みと周辺装置の基本について説明できる 
③ 基本ソフトウェアの機能とアプリケーションの体系について説明できる 
④ ネットワークの基本的仕組みについて説明できる 
⑤ 応用事例に情報処理システムの基本的な知識を適用できる 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発?・解決?（6）専?的知識・技能 の活?? 

19.教科書・教材 指定しない 
20.参考文献 IT パスポート試験のシラバス、解説テキスト 

21.成績評価 
1. 毎回の授業の確認問題(50 点) 
2. 総括試験(50 点) 

22.コメント 
・毎回、コンピュータを使った演習を行うため、各?でノートＰＣを持参すること。（事前
に?分な充電をしておくこと／Windows Update を授業中に起動しないよう、定期的に更新
処理しておくこと） 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション 今回の復習：配布資料の復習 

【第 2 回】 ハードウェア(1) コンピュータの構成 今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 3 回】 ハードウェア(2) 基礎理論 
 

今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 4 回】 ソフトウェア(1) 基本ソフト 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 5 回】 ソフトウェア(2) アプリケーションソフト 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 6 回】 ソフトウェア(3) マルチメディア 今回の復習：配布資料の復習 



確認問題の提出 

【第 7 回】 システム構成 今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 8 回】 ネットワーク(1) ネットワークの方式 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 9 回】 ネットワーク(2) 通信サービス 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 10 回】 セキュリティ(1) マルウェア 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 11 回】 セキュリティ(2) 暗号化技術 今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 12 回】 データベース(1) データベース設計 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 13 回】 データベース(2) データベース処理 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 14 回】 アルゴリズムとプログラミング 
今回の復習：配布資料の復習 
確認問題の提出 

【第 15 回】 まとめ・総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT103-
Y71 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 道免逸子、上田真由子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

・事前学修時のビジネスマナ−及びリフレクションカレッジの活動状況 10％ 
・リフレクションカレッジによる日報の作成 40％ 
・実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
・実習報告書及び振り返りレポート 30％ 

22.コメント 

事前学習５コマ（7 月 10 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 11 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて出
席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
各企業は、学⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣
らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(7/10) 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 

第 2 回 
(7/10) 

実習⽣としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業

 



規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

第 3 回 
(7/10) 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 
(710) 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 
(7/10) 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 14 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 1 週間のインタ-ンシッ
プ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 15 回 
(9/11) 

事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 16 回 
(9/11) 

事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、締
切 12 月 22 日） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT103-
Y72 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子、片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 英語コミ学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 インターンシップへの参加を認められた者 

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中のリフレクションカレッジ投稿 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
なお、以上の 4 点をすべて参加、実施しない場合には単位を認定しない。  
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきました。学⽣の将
来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正し
く、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー 越山：⽕曜日 3 時間目（研究室）、木曜日 4 時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。  
（＊インターンシップ経験者の話を聞く）  
実習⽣としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業

実習先についての情報を調査し、まとめる 



規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある 
自己目標設定の考え方につい 

【第 2 回】 

ビジネスマナー研修  
・ ルールとマナーの違い  
・ ビジネスマナー  
・ 職場におけるコミュニケーション  
・ 実習日誌の書き方について  
 

実習先にむけて、見出しなみ・注意事項・服
装チェックその他準備 

【第 3 回】 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の発
⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメント、
宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起こり
うるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを理解
する。  
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 
 

実習先への質問事項まとめ（その意図を明確
に） 

【第 4 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 5 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 6 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 7 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 8 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 9 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 10 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 11 回】 
受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ 実習企業の指示により対応する 



き、現場で実習する。 
 

【第 12 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 13 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

お礼状の作成 

【第 14 回】 

リフレクション  
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、報告会に向けた資料作
成を行なう 
 

グループワーク：PPT の完成と読み原稿の
完成 
パフォーマンスの確認  
 

【第 15 回】 

学内報告会の発表準備（開催）（実習先協力者＆担当
者を招く）  
実習報告書の作成   
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT103-
m71 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 道免逸子、上田真由子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

・事前学修時のビジネスマナ−及びリフレクションカレッジの活動状況 10％ 
・リフレクションカレッジによる日報の作成 40％ 
・実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
・実習報告書及び振り返りレポート 30％ 

22.コメント 

事前学習５コマ（7 月 10 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 11 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて出
席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
各企業は、学⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣
らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(7/10) 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 

第 2 回 
(7/10) 

実習⽣としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業

 



規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

第 3 回 
(7/10) 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 
(710) 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 
(7/10) 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 14 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 1 週間のインタ-ンシッ
プ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 15 回 
(9/11) 

事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 16 回 
(9/11) 

事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、締
切 12 月 22 日） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT104-
Y71 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子、上田真由子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

【目的】学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現
場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大
学での学習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや
作業の流れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識について
の理解を深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
【概要】 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からな
る。 
○事前学習 ・・受入企業及び業務の内容 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○企業の組織や業務について理解できる。 
○組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
○与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
○実習を通じて自己の課題を発見し、その後の学びに活かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

○評価は①〜⑤に基づき総合的に行う。 
①事前学習時のビジネスマナー及びリフレクションカレッジの活動状況 10％ 
②リフレクションカレッジによる日報の作成 30％ 
③実習先への礼状 10% 
④実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
⑤実習報告書及びふりかえりレポート 30％ 

22.コメント 

○事前学習５コマ（7 月 14 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 22 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて
出席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
○各企業は、学⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学
⽣らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回
(7/14) 
 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 

第 2 回
（7/14） 

実習⽣としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業

 



規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

第 3 回
（7/14） 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回
（7/14） 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回
（7/14） 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 19 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 2 週間のインターンシ
ップ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 20 回
（9/22） 

事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 21 回
（9/22） 

事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、締
切 12 月 22 日） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT104-
Y72 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子、片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 英語コミ学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 インターンシップへの参加を認められた者 

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中のリフレクションカレッジ投稿 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
なお、以上の 4 点をすべて参加、実施しない場合には単位を認定しない。  
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきました。学⽣の将
来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正し
く、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー 月曜 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。  
（＊インターンシップ経験者の話を聞く）  
実習⽣としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業

実習先についての情報を調査し、まとめる 



規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある 
自己目標設定の考え方につい 

【第 2 回】 

ビジネスマナー研修  
・ ルールとマナーの違い  
・ ビジネスマナー  
・ 職場におけるコミュニケーション  
・ 実習日誌の書き方について  
 

実習先にむけて、見出しなみ・注意事項・服
装チェックその他準備 

【第 3 回】 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の発
⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメント、
宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起こり
うるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを理解
する。  
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 
 

実習先への質問事項まとめ（その意図を明確
に） 

【第 4 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 5 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 6 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 7 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 8 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 9 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 10 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 11 回】 
受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ 実習企業の指示により対応する 



き、現場で実習する。 
 

【第 12 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 13~28
回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

お礼状の作成 

【第 29 回】 

リフレクション  
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、報告会に向けた資料作
成を行なう 
 

グループワーク：PPT の完成と読み原稿の
完成 
パフォーマンスの確認  
 

【第 30 回】 

学内報告会の発表準備（開催）（実習先協力者＆担当
者を招く）  
実習報告書の作成   
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT104-
m71 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子、上田真由子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の現 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

・事前学修時のビジネスマナ−及びリフレクションカレッジの活動状況 10％ 
・リフレクションカレッジによる日報の作成 40％ 
・実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
・実習報告書及び振り返りレポート 30％ 

22.コメント 

事前学習５コマ（7 月 10 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 11 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて出
席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
各企業は、学⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣
らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
(7/10) 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 

第 2 回 
(7/10) 

実習⽣としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業

 



規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

第 3 回 
(7/10) 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回 
(710) 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回 
(7/10) 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 14 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 2 週間のインタ-ンシッ
プ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 15 回 
(9/11) 

事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 16 回 
(9/11) 

事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、締
切 12 月 22 日） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
A02 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、三和本通商店街をフィールドに、地域住⺠との協働活動をとおして、住⺠主体の
視点、地域特性の把握方法、地域問題の発見方法などの習得をめざします。また、多角的・
多元的な視点をもち、座学での学習（既有知識）を血肉化していくために、活動のふりかえ
りを重視します。 
活動内容は、三和本通商店街振興組合、はんしんワーカーズコープとの共同のもと、三和本
通商店街周辺地域における課題発見とそれへの貢献活動プログラムを実施します。 
活動趣旨：2015 年国連サミットにおいて、SDGs(持続可能な開発目標)が決定しました 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は、以下の学習目標を設定します。 
①活動地域のニーズに合わせたプログラムを提案できる 
②プログラムの問題点を抽出できる 
③プログラムの問題点を改善案を提案できる 
④活動で得た気づきを座学の学習（既有知識）に関連性付けることができる 
本授業は、DP（ディプロマポリシー）の（2）社会的貢献性、（4）コミュニケーション力、
（5）問題発見・解決力と関連しています。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編集（2018）『体験の言語化実践ガイドブッ
ク』成文堂 

21.成績評価 

【課題 1】活動企画書 30％ 学習目標①に対応 ※グループ課題 
・企画内容：地域課題の発見と大学⽣が貢献できる活動プランの提案 
【課題 2】活動実施報告書 20% 学習目標②③に対応 ※グループ課題 
・提案したプログラムの実際の実行内容、活動中の問題点、改善案+実行、の枠組みで報告
書を 
【課題 3】レポート 30% 学習目標④に対応 
・レポートタイトル：「住⺠主体の持続可能なコミュニティの形成ー商店街での居場所づく
り事例からー」 
・2000 字程度 
【課題 4】プログラムのふりかえりシート 20％ 

22.コメント 

・本授業は、3 年⽣ゼミのテーマ「誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践とは」と関連させて実施します。 
・本授業は、1 年間を通じて、事前-期中-事後活動を展開します。現地での活動日程は、受
入団体との調整のうえ、決定します。 
・活動先訪問のために大学所有の自転車を利用する場合、損害賠償保険加入を証明する必要
があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション  
 ・活動プログラムの検討① 〇第 4 回目までに【課題 1】を作成（各回で



60 分） 
 ・活動プログラムの検討②  

 
・活動プログラムの検討③ 
※フィールドワーク（インターンシップⅡ履修者と合
同） 

 

 
・現地活動 
※5 日間以上の活動を行います。福祉学専攻のインタ
ーンシップⅡ履修者と合同で進めます。 

★【課題 1】の提出 
〇活動実施の記録（各回 60 分） 

 ・現地活動のふりかえり①  
 ・現地活動のふりかえり②  
 ・現地活動のふりかえり③  
 ・現地活動のふりかえり④  
 ・現地活動のふりかえり⑤  

 ・活動報告書の検討① 
◎【課題 3】の作成（提出までの週で各 120
分） 

 ・活動報告書の検討②  

 
・活動企画書のサポート① 
★【課題 2】の提出 

〇【課題 4】レポートの執筆（提出までの各
週で 90 分） 

 ・活動企画書のサポート②  

 
・プログラムのまとめ 
【課題 5】の作成 
★【課題 4】の提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
Y71 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 道免逸子、上田真由子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

【目的】学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現
場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大
学での学習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや
作業の流れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識について
の理解を深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
【概要】 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からな
る。 
○事前学習 ・・受入企業及び業務の内容 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
○企業の組織や業務について理解できる。 
○組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
○与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
○実習を通じて自己の課題を発見し、その後の学びに活かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

○評価は①〜⑤に基づき総合的に行う。 
①事前学習時のビジネスマナー及びリフレクションカレッジの活動状況 10％ 
②リフレクションカレッジによる日報の作成 30％ 
③実習先への礼状 10% 
④実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
⑤実習報告書及びふりかえりレポート 30％ 

22.コメント 

○事前学習５コマ（7 月 10 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 11 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて
出席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
○各企業は、学⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学
⽣らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回
(7/10) 
 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 



第 2 回
（7/10） 

実習⽣としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回
（7/10） 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回
（7/10） 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回
（7/10） 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 33 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 4 週間のインターンシ
ップ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 34 回
（9/11） 

事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 35 回
（9/11） 

事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、締
切 12 月 22 日） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
Y72 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 越山泰子、片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 英語コミ学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 インターンシップへの参加を認められた者 

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実習の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中のリフレクションカレッジ投稿 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
なお、以上の 4 点をすべて参加、実施しない場合には単位を認定しない。  
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきました。学⽣の将
来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正し
く、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー 月曜 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。  
（＊インターンシップ経験者の話を聞く）  
実習⽣としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業

実習先についての情報を調査し、まとめる 



規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある 
自己目標設定の考え方につい 

【第 2 回】 

ビジネスマナー研修  
・ ルールとマナーの違い  
・ ビジネスマナー  
・ 職場におけるコミュニケーション  
・ 実習日誌の書き方について  
 

実習先にむけて、見出しなみ・注意事項・服
装チェックその他準備 

【第 3 回】 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の発
⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメント、
宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起こり
うるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを理解
する。  
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 
 

実習先への質問事項まとめ（その意図を明確
に） 

【第 4 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 5 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 6 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 7 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 8 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 9 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 10 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 11 回】 
受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ 実習企業の指示により対応する 



き、現場で実習する。 
 

【第 12 回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

実習企業の指示により対応する 

【第 13~43
回】 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
 

お礼状の作成 

【第 44 回】 

リフレクション  
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、報告会に向けた資料作
成を行なう 
 

グループワーク：PPT の完成と読み原稿の
完成 
パフォーマンスの確認  
 

【第 45 回】 

学内報告会の発表準備（開催）（実習先協力者＆担当
者を招く）  
実習報告書の作成   
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT105-
m71 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 道免逸子、上田真由子、山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 エントリーシートを提出し、選考（書類選考、面接など）に合格した者に限り履修を認め
る。 

17.授業の目的と概要 

【目的】学内での学修成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現
場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大
学での学習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや
作業の流れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識について
の理解を深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 
【概要】 授業は「事前学習」、「実習」と事後のリフレクションという３つの内容からな
る。 
○事前学習 ・・受入企業及び業務の内容 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
○企業の組織や業務について理解できる。 
○組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
○与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
○実習を通じて自己の課題を発見し、その後の学びに活かすことができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用せず。資料は適宜、配布する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介する。 

21.成績評価 

○評価は①〜⑤に基づき総合的に行う。 
①事前学習時のビジネスマナー及びリフレクションカレッジの活動状況 10％ 
②リフレクションカレッジによる日報の作成 30％ 
③実習先への礼状 10% 
④実習評価書（受入担当者からの評価）20％ 
⑤実習報告書及びふりかえりレポート 30％ 

22.コメント 

○事前学習５コマ（7 月 10 日Ⅰ〜Ⅴ限）と事後学習２コマ（9 月 25 日Ⅰ〜Ⅱ限）にすべて
出席できる人のみ履修してください（事前学習の補講はありません）。 
○各企業は、学⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学
⽣らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回
(7/10) 
 

 オリエンテーション 
・ 本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。（＊インターンシップ経験者の話を聞く） 

 



第 2 回
（7/10） 

実習⽣としての心構え 
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。 
自己目標設定の考え方について説明（実際の目標設定
は、受け入れ企業への事前訪問後に行う） 

 

第 3 回
（7/10） 

ビジネスマナー研修１ 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 

 

第 4 回
（7/10） 

ビジネスマナー研修２ 
・ 前回の復習と強化 
・ 実習日誌の書き方について 
・実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨害や損失の
発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハラスメン
ト、宗教や文化の違いによるトラブルなど、様々な起
こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と心構えを
理解する。 

 

第 5 回
（7/10） 

リフレクションカレッジの活用について 
社会人基礎力をもとにインターンシップ中の目標設定
ならびにウェークな部分の自己認識を行い、改善に向
けての工夫を考える。 
＊ 実習先に提出する「誓約書」に署名し提出する。 

提出物：目標設定及びアセスメントテスト 

第 6 回から 
第 33 回 

受入企業にて実習 （おおよそ 4 週間のインターンシ
ップ） 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 

提出物： 
○実習日誌（実習中） 
○実習報告書及びアセスメントテスト（実習
終了後） 

第 34 回
（9/25） 

事後学習１ 
実習を通して学んだことをグループで共有する。 

 

第 35 回
（9/25） 

事後学習２ 
実習を通して見えてきた自己の強みと弱み（課題）を
整理し、発表する。 

提出物： 
○礼状コピー 
○ふりかえりレポート（事後学習終了後、締
切 12 月 22 日） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT107-
A01 

2.科目名 インターンシップⅠ (教福̲2022 年度⽣) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三、三好徹明 

5.授業科目の区分 

展開科目  
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

授業の概要 
 小学校の教育現場において、夏学期中（主に９月）に、各職場の通常業務を体験する。ま
た、それに向けての事前学習および事後学習（体験の振り返り、発表など）を行う。具体的
な内容は以下の通り。 
・小学校でのインターンシップの目的、ねらい、内容を学びます。 
・夏学期に行う「インターンシップⅠ」に向けての準備と予備知識の獲得を目指します。 
・小学校の概要と、そこでの１日の⽣活内容、教師としての仕事の内容を学びます 
・２年次からの「教育保育インターンシップⅡ」や教育実習（３年次）に備え、職場体験の
基礎・基 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰとの関連：自律性、コミュニケーションスキル、専門的知識・技術の活用力 
①インターンシップに参加する目的（学びたいこと）を持ち、自らの進路や大学での学び
（春学期の科目など）と関連付けながら説明することができる。 
②目的意識をもってインターンシップに参加し、そこで得た知識・経験を記録としてまと
め、自己分析することができる。 
③学校の教職員との対応や子どもたちとの交流の際、教師としての自覚・責任を意識して行
動することができる。 
④インターンシップを振り返り、そこから得た自己の課題について、その後の大学での学修
と関連付けて説明することができる。 

19.教科書・教材 ・特に定めず、必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 小学校学習指導要領 

21.成績評価 

・ワークシートの記述 １０％・・・① 
・小レポート①     ２０％・・・① 
・小レポート②     ２０％・・・① 
・活動記録       ３０％・・・②③ 
・最終レポート     ２０％・・・④ 

22.コメント 

・小学校教諭をめざす学⽣で、３年⽣からの本実習を前に現場体験をしてみたいと希望する
者の受講を希望します。 
・特にボランティア活動に興味・関心の強い学⽣の参加を待っています。 
・実習現場は、こどもたちが主役となるところです。学⽣気分を捨て責任ある大人として行
動できることが求められます。自分を厳しく律する覚悟が必要です。 
・実習先への事前の連絡や訪問（挨拶・打ち合わせ）等、時間や費用（交通費など）が必要
となることもあります。 
・ボランティア保険への加入や実習先で必要となる諸費用（たとえば給食費、実習中の交通
費など）は自己負担となります。 
・春学期の教職科目（教育学概論や発達心理学など）の理論をしっかり学び、小学校での教



育活動にどのように活かされるのかを自分なりに考察してください。 （それらの科目で学
んだことについて発表を求めることもあります。） 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
・オリエンテーション 
 シラバスについて、教育保育インターンシップⅠの
意義、内容、体験活動、教育実習と の違いについて 

○「教育保育インターンシップ手引き」を読
み内容を理解しておく 
○インターンシップに向けて春学期の教職科
目で学んでおきたいこと 
（240 分） 

 

・小学校の概要 
 小学校とは？ 小学校の目的、教育内容、学校で働
く人々、教師の仕事、小学校の１日 等について概略
的に学ぶ 
・インターンシップ先希望調査（基本的には⺟校） 

○文部科学省・学校等について調査し、理解
したことを要約する（240 分） 

 

・インターシップまでの予定や個人で行うことなどに
ついて 
・電話連絡や挨拶の仕方、言葉遣い等について…解説
と練習 
・個人票の記入の仕方について…下書きを作成し提出 

○個人票の下書き未提出者は、完成させ次回
に提出（120 分） 

 

・個人票下書き返却。 
・体験先とのオリエンテーションや挨拶の仕方につい
て聞き、グループでまとめる 
・グループで話し合ったことを、全体の中で発表する 

○個人票の清書（60 分） 次回に提出 

 
・体験マナーについて話を聞く 
・手引きを参考に、グループで必要事項を書きとめる 
・グループで話し合ったことを、全体の中で発表する 

●個人票の清書提出 
○小レポート①作成「体験実習で何を学ぶの
か？」5/31 
までに WebClass へ提出 

 

・体験時期決定 
・「体験実習で何を学ぶのか？」について、書いたこ
とをもとにグループで話し合う 
・話し合ったことを、全体の中で発表する 

○小レポート②作成…全体で聞いたことか
ら、自分のレポートを見直して修正する
（240 分） 7/18 までに WebClass へ提出 

 

・現場体験直前ガイド 「体験実習で特に注意すべき
こと、心構え」 
・活動記録シートの書き方を聞く 
・インターンシップに向けて、学内の学修で学べたこ
と。それを、どのように活かすか。について話し合
う。 

○第 7 回で学んだことをまとめる（120 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 



 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 
・体験実習 (夏学期開始日からリフレクションデー
の前日までの範囲で、3〜5 日間の職場体験）を行
う。 

○各体験実習日の活動記録・指導計画等を書 
（各体験日につき、240×4 分） 
 １事後指導で、体験を発表できるよう準備
をおこなう （資料や発表原稿など） 
（240 分） 

 

振り返り 
・「体験学習で学んだこと、印象に残ったこと、見つ
けた自分の課題 等」についてグループで交流する。 
・話し合ったことを発表する。 
 

●活動記録提出  
○最終レポート「今回の体験実習で学んだこ
と」を作成し 10/31 までにＷｅｂＣｌａｓ
ｓへ提出。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT107-
A02 

2.科目名 インターンシップⅠ (教福̲2022 年度⽣) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、谷口一也 

5.授業科目の区分 
乳幼児教育分野におけ
る実務経験のある教育
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・2 年次からの「教育保育インターンシップⅡ」や、保育実習に備え、職場体験の基礎・基
本を学ぶ。 
・大学⽣活の課題や自分の適性について考える機会とする。 
・社会人としてのマナー、法令遵守、守秘義務などについての理解をする。 
・保育現場における安心・安全について学び、実際に体験する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は教育学部 DP の（２）（５）の学修に関連しています。 
・現場において必要とされる実践力を身につけ、地域社会や他者のために責任ある行動をと
ることができる。 
・現場で円滑にコミュニケーションをとることができるスキルを獲得し、相互の⽴場を尊重
した人間関係を構築することができる。 
①授業やインターンシップ 1 を通して、保育の現場における「⽣命の保持」・「子どもの理
解」・「職員の職務」な どについて理解することができる。 
②職場体験を通して、社会のマナーや集団でのルールを守ることができる。 
③子どもや保育者とのかかわりを通して自分の思いや考えを表現することができる。 

19.教科書・教材 特に定めず必要に応じて資料を配布する。 

20.参考文献 
平成 29 年告示 
 保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

21.成績評価 
ワークシート 2 回   20 点（学習目標①に対応） 
課題レポート 2 回  20 点（学習目標①③に対応） 
活動記録   3 日分  60 点（学習目標②③に対応） 

22.コメント 
職場体験をすることで、社会の一員として働くことの意味を考えます。また、将来の職業と
して選んだ保育者が、自分にとっての適性があるのかどうかを考えるきっかけになります。 
 

23.オフィスアワー 
下里・・・⽕曜日の昼休み 
谷口・・・センタープログラム（理科）の他、研究室にいるときに問い合わせ等お願いしま
す。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 

講義 
 ・オリエンテーション(授業の進め方、課題、評価
など） 
 ・ 「教育保育インターンシップの手引き」配布。 
 ・教育保育インターンシップ 1 について。 

〇「教育保育インターンシップの手引き」を
復習しておく。 

2 回目 保育者の仕事と役割について学ぶ 
ＤＶＤを見てワークシート①の記入 

〇ワークシート①を次回授業までにウエブク
ラスに提出。 

3 回目 
・講義 
 多様化する就学前教育施設について 

今日の授業の復習 



 活動記録の書き方 
 

4 回目 

・講義 
 0 歳から 5 歳児の発達の特徴について 
 安心・安全な保育について 
 

〇今日の復習 
 

5 回目 

・活動 
 「インターンシップⅠの活動内容とその意義及び目
的」について 
 インターンシップⅠで学びたいこと。目標の明確
化。 

〇課題レポート① 
テーマ「私のインターンシップの目標」をウ
エブクラスに次回の授業までに提出。 

6 回目 

・ゲストテーチャーの話を聞く。６月１６日 
 「保育現場の安全・安心について学ぶ」 
  
 ★ワークシート②「講師の話を聞いて学んだこと」 

〇今日の復習 
 ワークシート②をウエブクラスに提出 

7 回目 
・講義 
 個人票の下書き方について 
 下書き、誓約書の記入（印鑑必要） 

★個人票清書（写真は貼らない） 

8 回目 
・インターンシップ先発表 
 個人票完成させて写真を貼る 
 インターンシップの心得を確認 

〇訪問先の情報収集 

9 回目 

・インターンシップ先事前訪問 
・写真を貼った個人票は、教員がまとめて、インター
ンシップ先に持参する。 
  
 

〇インターンシップの心得や活動記録の書き
方など学びの振り返り。 

10 回目〜12
回目 
インターン
シップ活動
（3 日間） 

・インターンシップⅠ体験 
・活動記録作成及び目標カードの評価 
（※活動記録は 3 日間が終わったら、速やかに下里
先⽣か谷口先⽣に提出すること） 

〇活動記録を書く 

事後指導に
ついては後
日ウエブク
ラスで知ら
せる 

・事後指導 
 活動記録 3 日分の提出。 
 グループワーク（インターンシップで学んだこと。
疑問に思ったことなど） 
・最終課題レポート② 

★課題レポート②提出 
 

   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT107-
A03 

2.科目名 インターンシップⅠ (教福̲2021 年度⽣) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 春木裕美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

尼崎市内の高齢者福祉施設を訪問し、そこで⽣活している地域の高齢者支援に関わることを
通して、安全・安心の暮らしあり方を考えていきます。 
・高齢者が求める安全・安心な暮らしのあり方について考えます。 
・専門職が支援する安全・安心な暮らしのあり方について考えます。 
本プログラムは、教育福祉学科１年⽣が参加することを想定しています。初年次セミナーの
クリティカルシンキングのテーマである「安全・安心」を実際的に学ぶため、地域の高齢者
福祉施設で活動します。活動での経験は、秋学期の基礎演習の学習内容へと接続していきま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の「社会的貢献性」「多様性理解」に関連していま
す。 
①高齢者が求める安全・安心な暮らしのあり方について説明することができる。 
②専門職が支援する安全・安心な暮らしのあり方について説明することができる。 
 

19.教科書・教材 資料を配付します。 

20.参考文献 
適宜紹介していきます。 
「昔の文化・風俗」に関する学びは重要です。図書館で高齢者関連の書籍を検索してみまし
ょう。 

21.成績評価 

 
■事前学習 20％×2 回 学習目標①③ 
＊個人によるレポート作成 
■期中活動 20％ 学習目標①② 
・ふりかえりシート（活動日誌）の作成 
■事後学習 40％ 学習目標①② 
・ポスター発表 
 ・テーマ：高齢者福祉施設における安全・安心な暮らしのあり方を提案する 
 ・発表の際にはステークホルダー関係者も参加予定 
＊成果物はすべて webclass に提出します。 
 

22.コメント 

 
実習は地域の高齢者が⽣活している場で活動します。他者を尊重し謙虚で誠実な態度で話を
根気強く聴くことができる学⽣を求めます。活動先へは尼崎キャンパスにある大学所有の自
転車を利用（自転車保険に加入していることが必要）、もしくは徒歩（15 分程度）で移動し
てください。      
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
 
■事前学習 5 コマ 

 



1 回目：オリエンテーション（授業の概要説明） 
2 回目：高齢者の⽣活施設を知る① 
3 回目：高齢者の⽣活施設を知る② 
4 回目：活動先における高齢者理解①（身体・精神・
社会面からの理解） 
5 回目：活動先における高齢者理解②（⽣活場面にお
ける安全・安心の工夫） 
■期中活動 3 日以上かつ 24 時間以上の活動 
現地活動：3 日以上かつ 24 時間以上従事する（どち
らかの条件を満たすこと）。 
活動内容：活動先職員の業務に準じる内容、事前学習
時のマッチングの際に確認した活動。 
■事後学習 4 コマ 
１回目 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT203-
A71 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 
2 年 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
学内での学習成果としての専門知識やスキルについて、インターンシップを通して特定の業
種・業界のビジネスの現場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々
な経済現象を、今後の大学での学習にフィードバックする。 
【概要】 
授業は「事前学習」、「実習」、「事後学修」という 3 つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を調べて理解し、実習の現場で必要とされるビジ
ネスマナー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題を作成す
る。 
・実習 ・・各企業の受入担当者の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（2）社会的貢献性
（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己や演習中の課題を発見し、対応をまとめて後の学習に⽣かすことができ
る。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・実習日に毎日作成する日報               40％ 
・受け入れ企業の実習⽣評価               20％ 
・実習後の個人報告書          30％ 
・インターンシップ ePF 記事投稿    10％ 

22.コメント 

・シラバスは受入れ組織や企業の都合、感染症の動向その他で内容や回を変更する場合があ
る。 
・受入れ組織や企業によっては、他大学学⽣と合同のインターンシップ説明会や発表会に参
加が必要になることがある。 
・参加企業や組織の実習、研修に参加する交通費（その他諸費用）は学⽣負担になる。 
・参加企業や組織に対しての実習中の責任を記した誓約書を書いてもらうことがある。 
・受入企業は経営学科 2 年⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。皆さんは関⻄
国際大学の代表として、感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励
んでください。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜 3 限 
センターオフィスアワー：水曜昼休み 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

「オリエンテーション」 
・本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。 
 

実習先についての情報を調査し、まとめる。 

第 2 回 

ビジネスマナー研修 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 
・ 実習日誌の書き方について 

実習にむけて、実習先に適した身だしなみ・
注意事項・服装チェック・その他準備。 

第 3 回 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
感染症予防、実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨
害や損失の発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハ
ラスメント、宗教や文化の違いによるトラブルなど、
様々な起こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と
心構えを理解する。 

実習先への質問事項まとめ（質問の意図を明
確にすること） 

第 4 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

実習企業の指示により対応する。 

第 5 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 6 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 7 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 8 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 9 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 10 回 
「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整

 



中） 

第 11 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 12 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 13 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

お礼状を作成する。 

第 14 回 

「リフレクション」 
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、向 PM 演習Ⅲを含め
てプレゼン作成に取り組む。   
 

グループワーク：PM 演習Ⅲに向けての
PPT の作成 

第 15 回 
「授業のまとめ」 
グループワーク：PM 演習Ⅲに向けての PPT の作
成、ePF 記事投稿、授業のまとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT203-
A72 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
学内での学習成果としての専門知識やスキルについて、インターンシップを通して特定の業
種・業界のビジネスの現場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々
な経済現象を、今後の大学での学習にフィードバックする。 
【概要】 
授業は「事前学習」、「実習」、「事後学修」という 3 つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を調べて理解し、実習の現場で必要とされるビジ
ネスマナ ー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題を作成す
る。 
・実習 ・・各企業の受入 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（2）社会的貢献性
（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力
の学修に関連しています。 
  本科目の学習目標は次の通りです。 
①企業の組織や業務を理解できる。 （専門的知識・技能脳活用力、社会的貢献⽣） 
②組織内の人間関係を円滑に構築できる。 （コミュニケーションスキル） 
③与えられた業務に責任を持って遂行できる。（自律性） 
④実習を通じて自己や演習中の課題を発見し、対応をまとめて後の学習に⽣かすことができ
る。（問題発見・解決力） 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・ 実習日に毎日作成する日報 ４０％ （学習目標①、③、④） 
・ 受け入れ企業の実習⽣評価 ２０％ （学習目標①、②、③） 
・ 実習後の個人報告書 ３０％ （学習目標④） 
・ インターンシップ ePF 記事投稿 １０％ （学習目標①、②、③、④） 

22.コメント 

・シラバスは受入れ組織や企業の都合、感染症の動向その他で内容や回を変更する場合があ
る。 
・受入れ組織や企業によっては、他大学学⽣と合同のインターンシップ説明会や発表会に参
加が必要になることがある。 
・参加企業や組織の実習、研修に参加する交通費（その他諸費用）は学⽣負担になる。 
・参加企業や組織に対しての実習中の責任を記した誓約書を書いてもらうことがある。 
・受入企業は経営学科 2 年⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。皆さんは関⻄
国際大学の代表として、感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励
んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション 実習先についての情報を調査し、まとめる。 



・本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。 
 

第 2 回 

ビジネスマナー研修 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 
・ 実習日誌の書き方について 

実習にむけて、実習先に適した身だしなみ・
注意事項・服装チェック・その他準備。 

第 3 回 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
感染症予防、実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨
害や損失の発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハ
ラスメント、宗教や文化の違いによるトラブルなど、
様々な起こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と
心構えを理解する。 

実習先への質問事項まとめ（質問の意図を明
確にすること） 

第 4 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

実習企業の指示により対応する。 

第 5 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 6 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 7 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 8 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 9 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 10 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 11 回 「受入企業にて実習」  



受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

第 12 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 13 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

お礼状を作成する。 

第 14 回 

「リフレクション」 
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、向 PM 演習Ⅲを含め
てプレゼン作成に取り組む。 

グループワーク?PM 演習Ⅲに向けての PPT
の作成 

第 15 回 
「授業のまとめ」 
グループワーク?PM 演習Ⅲに向けての PPT の作成、
ePF 記事投稿、授業のまとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT203-
A73 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 
展開科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
学内での学習成果としての専門知識やスキルについて、インターンシップを通して特定の業
種・業界のビジネスの現場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々
な経済現象を、今後の大学での学習にフィードバックする。 
【概要】 
授業は「事前学習」、「実習」、「事後学修」という 3 つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を調べて理解し、実習の現場で必要とされるビジ
ネスマナー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題を作成す
る。 
・実習 ・・各企業の受入担当者の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（2）社会的貢献性
（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己や演習中の課題を発見し、対応をまとめて後の学習に⽣かすことができ
る。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・実習日に毎日作成する日報               40％ 
・受け入れ企業の実習⽣評価               20％ 
・実習後の個人報告書          30％ 
・インターンシップ ePF 記事投稿    10％ 

22.コメント 

・シラバスは受入れ組織や企業の都合、感染症の動向その他で内容や回を変更する場合があ
る。 
・受入れ組織や企業によっては、他大学学⽣と合同のインターンシップ説明会や発表会に参
加が必要になることがある。 
・参加企業や組織の実習、研修に参加する交通費（その他諸費用）は学⽣負担になる。 
・参加企業や組織に対しての実習中の責任を記した誓約書を書いてもらうことがある。 
・受入企業は経営学科 2 年⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。皆さんは関⻄
国際大学の代表として、感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励
んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 

「オリエンテーション」 
・本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。 
 

実習先についての情報を調査し、まとめる。 

第 2 回 

ビジネスマナー研修 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 
・ 実習日誌の書き方について 

実習にむけて、実習先に適した身だしなみ・
注意事項・服装チェック・その他準備。 

第 3 回 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
感染症予防、実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨
害や損失の発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハ
ラスメント、宗教や文化の違いによるトラブルなど、
様々な起こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と
心構えを理解する。 

実習先への質問事項まとめ（質問の意図を明
確にすること） 

第 4 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

実習企業の指示により対応する。 

第 5 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 6 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 7 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 8 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 9 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 10 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 



第 11 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 12 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 13 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

お礼状を作成する。 

第 14 回 

「リフレクション」 
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、向 PM 演習Ⅲを含め
てプレゼン作成に取り組む。   
 

グループワーク：PM 演習Ⅲに向けての
PPT の作成 

第 15 回 
「授業のまとめ」 
グループワーク：PM 演習Ⅲに向けての PPT の作
成、ePF 記事投稿、授業のまとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT203-
A74 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
学内での学習成果としての専門知識やスキルについて、インターンシップを通して特定の業
種・業界のビジネスの現場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々
な経済現象を、今後の大学での学習にフィードバックする。 
【概要】 
授業は「事前学習」、「実習」、「事後学修」という 3 つの内容からなる。 
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を調べて理解し、実習の現場で必要とされるビジ
ネスマナ ー、その他必要なスキルを習得する。また、実習により達成すべき課題を作成す
る。 
・実習 ・・各企業の受入 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（2）社会的貢献性
（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力
の学修に関連しています。 
  本科目の学習目標は次の通りです。 
①企業の組織や業務を理解できる。 （専門的知識・技能脳活用力、社会的貢献⽣） 
②組織内の人間関係を円滑に構築できる。 （コミュニケーションスキル） 
③与えられた業務に責任を持って遂行できる。（自律性） 
④実習を通じて自己や演習中の課題を発見し、対応をまとめて後の学習に⽣かすことができ
る。（問題発見・解決力） 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・ 実習日に毎日作成する日報 ４０％ （学習目標①、③、④） 
・ 受け入れ企業の実習⽣評価 ２０％ （学習目標①、②、③） 
・ 実習後の個人報告書 ３０％ （学習目標④） 
・ インターンシップ ePF 記事投稿 １０％ （学習目標①、②、③、④） 

22.コメント 

・シラバスは受入れ組織や企業の都合、感染症の動向その他で内容や回を変更する場合があ
る。 
・受入れ組織や企業によっては、他大学学⽣と合同のインターンシップ説明会や発表会に参
加が必要になることがある。 
・参加企業や組織の実習、研修に参加する交通費（その他諸費用）は学⽣負担になる。 
・参加企業や組織に対しての実習中の責任を記した誓約書を書いてもらうことがある。 
・受入企業は経営学科 2 年⽣の将来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。皆さんは関⻄
国際大学の代表として、感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正しく、元気よく実習に励
んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション 実習先についての情報を調査し、まとめる。 



・本プログラムの意義と理解 
実習を通して、企業への理解を深めると同時に自分自
身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見等
を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命の
実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起ができ
る。 
 

第 2 回 

ビジネスマナー研修 
・ ルールとマナーの違い 
・ ビジネスマナー 
・ 職場におけるコミュニケーション 
・ 実習日誌の書き方について 

実習にむけて、実習先に適した身だしなみ・
注意事項・服装チェック・その他準備。 

第 3 回 

リスクマネジメント研修・実習に向けての準備 
感染症予防、実習期間内の事故、器物損壊、営業の妨
害や損失の発⽣、機密情報の社外漏洩、セクシャルハ
ラスメント、宗教や文化の違いによるトラブルなど、
様々な起こりうるリスクを理解し、しかるべき対応と
心構えを理解する。 

実習先への質問事項まとめ（質問の意図を明
確にすること） 

第 4 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

実習企業の指示により対応する。 

第 5 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 6 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 7 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 8 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 9 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 10 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 11 回 「受入企業にて実習」  



受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

第 12 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

 

第 13 回 

「受入企業にて実習」 
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。（受け入れ先などの詳細は調整
中） 

お礼状を作成する。 

第 14 回 

「リフレクション」 
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、向 PM 演習Ⅲを含め
てプレゼン作成に取り組む。 

グループワーク?PM 演習Ⅲに向けての PPT
の作成 

第 15 回 
「授業のまとめ」 
グループワーク?PM 演習Ⅲに向けての PPT の作成、
ePF 記事投稿、授業のまとめ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT203-
M71 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。 
このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流れ、組織内の人間関係など
を実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を深めるとともに、就業意識
と学習意欲を高める。  
授業は「事前学習」、「実習」、「事後のリフレクション」という３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 
【ベンチマーク】  
・協働的な活動などで、自分の役割を理解し、最後までやり遂げたことについて、改善点を
整理できる（自律性:L2）  
・社会や組織との間で不正や偏見、無理な強要に対して批判的に捉え、それに屈することが
ないように行動することができる（規範順守:L2）  
・コミュニケーションのための意見交換調整力（L2) 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中のリフレクションカレッジ投稿 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきます。学⽣の将来
に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正しく、
元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回〜３
回 

第１回： オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、実習先への理解を深めると同時に自分

履修登録は教務課でまとめて行うので、学⽣
は、履修登録の変更などをしないようにして
ください。 



自身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見
等を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命
の実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起がで
きる。  
実習⽣としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で就業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。  
自己目標設定の考え方について説明  
第２回： ビジネ 

第４回〜１
３回 

受入企業にて実習  
受入先が提供するインターンシッププログラムに基づ
き、現場で実習する。 
<受入企業等(調整中> 
A)兵庫県広域防災センター/三木市消防本部（平日で
調整中） 
B)株式会社 ネスタリゾート神⼾（平日/土日のみ 
調整中） 
C)株式会社コーベヤ（調整中平日 10 日間程度） 
D)人と防災未来センター(調整中 
E)三木市危機管理室：防災訓練の企画・準備・運営 
F)エスフーズ株式会社（調整中） 
G)大和ハウス工業（調整中：胡蝶蘭栽培） 
H)大栄環境（調整中） 
 

 

第１４回 

リフレクション  
実習日誌と実習報告書に基づき、振り返りを行ない、
実習を通じて身につけたことや学んだこと、今後の課
題と行動計画を整理したうえ、報告会に向けた資料作
成を行なう 
 

 

第１５回 
学内報告会の発表準備（開催） 
実習報告書の作成 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT203-
M72 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川脇康⽣ 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践
し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学
習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流
れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を
深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。  
授業は「事前学習」、「実習」、「事後のリフレクション」という３つの内容からなる。  
・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を理解し、実 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
・企業の組織や業務を理解できる。 
・組織内の人間関係を円滑に構築できる。 
・与えられた業務に責任を持って遂行できる。 
・実習を通じて自己の課題を発見し、学習に⽣かすことができる。 
【ベンチマーク】 
・協働的な活動などで、自分の役割を理解し、最後までやり遂げたことについて、改善点を
整理できる（自律性:L2） 
・社会や組織との間で不正や偏見、無理な強要に対して批判的に捉え、それに屈することが
ないように行動することができる（規範順守:L2） 
・コミュニケーションのための意見交換調整力（L2) 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・事前学修 
・インターンシップ中の wbclass への実習日誌の記入 
・事後学修 
・e- ポートフォリオへの記入 
以上をすべて総合した上で評価する。 
 

22.コメント 
各企業には、業務の時間を割いてインターンシップを受け入れていただきました。学⽣の将
来に期待し、貴重な時間を割いてくれます。感謝の気持ちを持ち、学⽣らしく、礼儀正し
く、元気よく実習に励んでください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第１回 
 オリエンテーション  
・ 本プログラムの意義と理解  
実習を通して、実習先への理解を深めると同時に自分

履修登録は教務課でまとめて行うので、学⽣
は、履修登録の変更などをしないようにして
ください。 



自身の適性や志向の把握、新しい価値観・視点の発見
等を経験し、働くことの意味や仕事のやりがい・使命
の実感、社会で働くことに対する興味や意欲喚起がで
きる。  
実習⽣としての心構え  
実習はアルバイトと異なり、社員同様の身分で終業す
ることになる。そのために守るべきルールである就業
規則や職場の規定、慣習等について理解し、遵守や適
応する必要がある。  
自己目標設定の考え方について説明  
第２回 
 ビジ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT203-
M76 

2.科目名 インターンシップⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学部経営学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

大和ハウス工業(株)では、SDGS の一環として、社有地の「松が丘ネオポリス」に設置され
たビニールハウスで高齢者や障がい者がミニ胡蝶蘭の栽培に従事できるよう計画を進めてい
る。そもそも三木市は高齢化率 40％の地域もあり、障がい者施設も多い。御社の栽培事業
開発室では、ミニ胡蝶蘭を栽培し、地域に提供することにより Social Inclusion をめざした
地域共⽣活動に取り組んでいる。 
 本プログラムでは、受講⽣が大和ハウス工業（株）と三木市の関わりの歴史と現状を理解
し、地域共⽣活動を通じて多様性を修得していく。さ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
①大和ハウス工業（株）が SDGｓの一環として、三木市で実施している Social Inclusion を
めざした地域共⽣活動について説明することができる。（社会的貢献性） 
②多様な人々がともに働くことのできる環境での活動を通じ、「多様性理解」について修得
することができる。 
 

19.教科書・教材 資料を配付する。 
20.参考文献 適宜紹介する。 

21.成績評価 

 
■事前学習 20％×2 回 学習目標①② 
＊グループでの ppt 作成と発表 
■期中活動 40％ 学習目標①② 
・ふりかえりシート（活動記録）の作成 
■事後学習 40％ 学習目標①② 
・グループ発表 
 ・テーマ：ミニ胡蝶蘭の栽培等を通じての地域共⽣と地域活性化 
・個人レポート 
  事前学習、学外活動、振り返りを総括して、各自の視点からタイトルをつけて作成す
る。 
＊成果物はすべて webclass に提出する。 
 

22.コメント 

 
・緊急事態宣言下での活動のため、毎日の検温（WebCiass に入力）、マスク着用、手指の
消毒等を行い、体調不良の場会は保健室に相談し、指示を仰ぐこと。 
・学外活動時は、企業の人々の話をしっかりメモし、趣旨を十分に理解して行動すること。 
・地域の人々もおられるので、他者を尊重し謙虚で誠実な態度で接すること。また、必要時
には的確なコミュニケ―ションを取り、活動すること。 
・学外活動場所には、徒歩および公共交通機関を利用すること。 
 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

 
■事前学習 5 コマ 
1 回目：オリエンテーション（授業の概要説明） 
2 回目：大和ハウス工業（株）の SDGｓ  
3 回目：大和ハウス工業（株）の三木市における取り
組み 
    パワーポイントによる 3 グループの発表と
ディスカッション 
4 回目：三木市での取り組みを如何にして地域に広め
るか 
    KJ 法によるチーム発想法を用いて 
5 回目：各グループの発表と質疑応答 
    学外活動に向けての確認事項と諸注意 
■学外活動 5 日間の学外活動 
    於 大和ハウス工業（株）栽培事業開発室 
活動内容：1）大和ハウス工 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT212-
A01 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝、中⻄一彦、水本隆正、三好徹明、百瀬和夫、吉田武大 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 【目的】 
 教育・保育現場における活動を中心として、教育現場への理解を深めることを目指す。 
 【概要】 
 教育保育インターンシップⅡでは、教育現場における現状と課題を学習する。一人ひとり
が課題を  持ち、多様な体験することを通して問題解決の糸口を探ることができれば、教
育・保育実習につながる。 
 また、グループワークを通して情報の共有を図り、研究を進めていくことにより、教育・
保育現場理解という目的達成をより確かなものにする。 
 さらに毎回の活動記録を書くことや、担当教員の指導を受け、疑問や問題を解決し、実 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の(1)自律性、（2）社会的貢献性に関連しています。 
①学内での科目と関連させて、職場体験を行うことにより、教員や保育者に必要な実践的能
力を高める。 
②自らの社会性や人間性を培うこと。 

19.教科書・教材 適宜必要な資料配布 
20.参考文献 適宜配布 

21.成績評価 毎回の活動記録（25 回分） ６０点（学習目標の①に対応） 
課題レポート（A.B の２つ） ４０点（学習目標の①②に対応） 

22.コメント 
年間を通じて開講する。継続した現場体験となることで、実践力が身につくことを期待して
いる。 
授業に関するワークシートや、連絡事項などはウエブクラスにてお知らせします。 

23.オフィスアワー 

下里：⽕曜昼休み 
中⻄：春学期木曜 4 限（研究室） 秋学期未定 
吉田：春学期月曜 5 限（研究室） 秋学期未定 
三好：春学期月曜 3 限（研究室） 秋学期月曜 3 限（研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
 ４/11  
【第２回】   
4/18 

 
第１回 オリエンテーション 
     授業の進め方、評価について 
     インターンシップ（教育現場体験活動）に
ついて 
     「インターンシップの手引き」を配布して
説明。 
     
               
第２回  講義（学内活動）・活動記録の書き方につ

【第 1 回】 
○「インターンシップの手引き」をよく読ん
でおく。 
【第 2 回】 
 ◎課題Ａ「教育現場にある種々の仕事につ
いて調べ、まとめる」（240 分）―第１5 
回学内活動時に提出。 
 



いて 
     実習先の選定・確定（担当教員決定） 
     体験活動に向けて、学習計画をたてる。 
     実習種別によるグループワーク  
     連絡網作成 
         
 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

第３回  教育・保育現場活動体験 
第４回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 3 回】および【第 4 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

第５回  教育・保育現場活動体験 
        
第６回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 5 回】および【第 6 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。        ○返却された
活動記録を踏まえて、次週の課題を見つけ
る。（120 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

第７回 教育・保育現場活動体験 
第８回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 7 回】および【第 8 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。        ○返却された
活動記録を踏まえて、次週の課題を見つけ
る。（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

第９回  教育・保育現場活動体験 
第１０回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 9 回】および【第 10 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。        
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

第１1 回  教育・保育現場活動体験 
第１2 回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 11 回】および【第 12 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見付ける。（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

第１3 回   教育・保育現場活動体験 
第１４回  教育・保育現場活動体験 
     
              ※小学校現場が夏休み中でも、、プー
ル指導等お手伝いできる       ことはないか
申し出る。                  
 

【第 13 回】 
○ 秋学期からの活動に向けて新たな課題 B
を考えておく。（240 分） 
【第 14 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 

【第 15 回】 
7/25 10 時 
【第 16 回】 

第１５回 学内講義（春学期の振り返り・課題 B を
考える） 
            課題 B・・・・ 

【第 16 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 



9/26 10 時   「1 学期間の体験において学んだことや自分の課
題をまとめる」 
         
              
第１６回  学内講義 
      2 学期の目標など 
 

○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

第１７回 教育・保育現場体験活動 
第１８回 教育・保育現場体験活動 
  
 

【第 17 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次回の課
題を見つける。（120 分） 
【第 18 回】 
●課題 B を考察する 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

第１９回  教育・保育現場活動体験 
第２０回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 19 回】および【第 20 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

第２１回  教育・保育現場活動体験 
   
第２２回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 21 回】 
●課題 B 確認 
【第 22 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

第２3 回  教育・保育現場活動体験     
             
第２4 回  教育・保育現場活動体験 

【第 23 回】および【第 24 回】 
○活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜日）
に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

第２５回  教育・保育現場活動体験 
             
第２６回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 25 回】および【第 26 回】 
○活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜日）
に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

第２７回  教育・保育現場活動体験  
第２８回  教育・保育現場活動体験 
 

【第 27 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜
日）に提出。 
○グループ課題Ｂレポートをまとめる（120
分） 
【第 28 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌日（⽕曜



日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえて、次週の課
題を見つける。（120 分） 
 

【第 29 回】 
1 月 23 日 
インターン
シップ最後
です 
【第 30 回】 
大学におい
て授業 
1 月 30 日 
10 時 

第２９回   教育・保育現場活動体験 
                 (最終の活動日となる) 
第３０回   講義 
       体験活動の振り返り、まとめ、発表 
                              
               ※2，3 月のインターンシップ先の継
続についても協議する 
 

【第 29 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆今までの活動
記録未提出分は仕上げて提出。 
（120 分） 
【第 30 回】 
☆課題Ｂレポートウエブクラスに提出 
○ワークシート「インターンシップを終え
て、学んだこと・気付いたこと」をウエブク
ラスに提出（240 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT212-
A02 

2.科目名 インターンシップⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、三和本通商店街周辺をフィールドに、地域住⺠との協働活動をとおして、住⺠主
体の視点、地域特性の把握方法、地域問題の発見方法などの習得をめざします。また、多角
的・多元的な視点をもち、座学での学習（既有知識）を血肉化していくために、活動のふり
かえりを重視します。 
活動内容は、はんしんワーカーズコープや三和本通商店街振興組合との共同のもと、地域課
題の発見とそれへの貢献活動プログラムを実施します。 
活動趣旨：2015 年国連サミットにおいて、SDGs(持続可能な開発目標)が決定しました。そ
こでは 17 のゴー 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は、以下の学習目標を設定します。 
①活動地域の概要や特性を説明できる 
②インタビュー内容の設計ができる 
③インタビューで得られた内容を整理できる 
④③をもとに、アーカイブ資料の作成ができる 
本授業は、DP（ディプロマポリシー）の（2）社会的貢献性、（4）コミュニケーション力、
（5）問題発見・解決力と関連しています。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編集（2018）『体験の言語化実践ガイドブッ
ク』成文堂 

21.成績評価 

【課題 1】フィード概要ノート 20％ 学習目標①に対応 
・フィールドワークを通して、活動地域の概要や特性について整理する。 
【課題 2】インタビュー報告書 30% 学習目標②③に対応 
・インタビュー設計および結果をまとめる 
【課題 3】アーカイブ資料の作成と実施報告書 40％ 学習目標④に対応 
・三和本通商店街 50 年アーカイブ資料の作成 
【課題 4】プログラムのふりかえりシート 10％ 

22.コメント 

・本授業は、2 年⽣ゼミのテーマ「地域や実践現場の多様な課題に基づいた教育・福祉の安
全・安心とは」と関連させて実施します。 
・本授業は、1 年間を通じて、事前-期中-事後活動を展開します。現地での活動日程は、受
入団体との調整のうえ、決定します。 
・活動先訪問のために大学所有の自転車を利用する場合、損害賠償保険加入を証明する必要
があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション  

 ・活動地域の学習① 
〇第 4 回目までに【課題 1】を作成（各回で
60 分） 

 ・活動地域の学習②  



 
・活動地域の学習③ 
※フィールドワーク 

 

 ・現地活動 
★【課題 1】の提出 
★活動ごとに【課題 2】を作成（各回で 60
分） 

 ・現地活動  
 ・現地活動  
 ・インタビューの整理①  
 ・インタビューの整理②  
 ・インタビューのまとめ③  

 ・アーカイブ資料の作成① 
◎【課題 3】の作成（提出までの週で各 120
分） 

 ・アーカイブ資料の作成②  
 ・アーカイブ資料の作成③  
 ・アーカイブ資料の作成④  

 
・プログラムのまとめ 
【課題 4】の作成  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

INT305-
A01 

2.科目名 インターンシップⅢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
インターンシップⅢは、教育現場における活動を中?として、教育現場への理解を深めるこ
とを?指す。 
【概要】インターンシップⅢでは、教育現場における現状と課題を学習する。??ひとりが課
題を持ち、多様な体験することを通して問題解決の??を探ることができれば、教育実習につ
ながることになる。また、グループワークを通して情報の共有を図り、研究を進めていくこ
とにより、教育現場理解という?的達成をより確かなものにする。 
 所属?や担当教諭の指?の下、通常業務や?どもとのかかわり、教育活動への参加などから
教育現 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の(1)自律性、（2）社会的貢献性に関連しています。 
①学内での科目と関連させて、職場体験を行うことにより、教員や保育者に必要な実践的能
力を高める。 
②自らの社会性や人間性を培うこと。  
学内での科?と関連させて、職場体験を?うことにより、教員や保育?に必要な実践的能?を?
める 
とともに、?らの社会性や?間性を培うこと。 

19.教科書・教材 適宜必要な資料配布 
20.参考文献  

21.成績評価 

教育現場における活動の様?（巡回指導、受け?れ機関の?及び職員からの聞き取り、観察） 
20% 
活動記録 40% 
レポート 20% （春学期１回 10%，秋学期１回 10%） 
グループ課題 20% （春学期１回 10%，秋学期１回 10%） 

22.コメント 

（１）3 年⽣の学⽣は、同時期に小学校等の教育実習がある場合は、必ず教育実習を優先し
てください。 
（２）インターンシップⅠ・Ⅱあるいはサービスラーニングを 1 年次あるいは 2 年次に履修
しなかった・履修したが単位認定されなかった場合に履修をする科目であるということを理
解してください。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー 月 3 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

第１回 オリエンテーション(合同） 
インターンシップ（教育現場体験活動）とは・・・諸
注 
意、諸連絡 
受け?れ機関の確認（保育・幼稚園・?学校合同） 連
絡 
網作成 

【第 1 回】 
○受け?れ先への挨拶のための 
連絡をとり、訪問する。（240 
分） 
【第 2 回】 
◎課題Ａ「教育現場にある 
種々の仕事について調べ、ま 



第２回 講義（学内活動 合同⇒⇒クラス別） 
体験活動に向けたテーマ①の設定・学習計画をたて
る。 
グループ編成 
グループ課題Ａ提? 

とめる」（240 分）―第１5 回 
学内活動時に提出。 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

第３回 教育現場活動体験 
第４回 学内講義 
各?、課題について考える 
 

【第 3 回】および【第 4 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

第５回 教育現場活動体験 
第６回 教育現場活動体験 

【第 5 回】および【第 6 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜日）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

第７回 教育現場活動体験 
第８回 教育現場活動体験 

【第 7 回】および【第 8 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

第９回 教育現場活動体験 
第１０回 教育現場活動体験 

【第 9 回】および【第 10 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

第１1 回 教育現場活動体験 
第１2 回 教育現場活動体験 

【第 11 回】および【第 12 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?付ける。 
（120 分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

第１3 回 教育現場活動体験 
第１４回 教育現場活動体験 

【第 13 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 
【第 14 回】 
○秋学期からの活動に向けて新 
たな課題 B を考える。（240 
分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

第１５回 前期最終 学内講義（春学期の振り返り・課
題 A 提出） 
課題Ｂ「体験している教育現場における問題点を発?

【第 16 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 



し、 問題解決 
への?夫や取り組みにたいして考察する」―第 30 回
の授業の学内活動時に提出 
第１６回 教育現場活動体験 

○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

第１７回 教育現場体験活動 
第１８回 教育現場体験活動 

【第 17 回】 
●課題 B を考察する 
【第 18 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次回の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

第１９回 教育現場活動体験 
第２０回 教育現場活動体験 
 

【第 19 回】および【第 20 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

第２１回 教育現場活動体験 
第２２回 教育現場活動体験 

【第 21 回】および【第 22 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

第２3 回 教育現場活動体験 
第２4 回 教育現場活動体験 

【第 23 回】および【第 24 回】 
○活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

第２５回 教育現場活動体験 
第２６回 教育現場活動体験 

【第 25 回】および【第 26 回】 
○活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

第２７回 教育現場活動体験 
第２８回 教育現場活動体験 
 ※次回年明けは１／12 からになることを インター
ンシップ先に連絡確認しておく。 
 

【第 27 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○グループ課題Ｂレポートをま 
とめる（120 分） 
【第 28 回】 
○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○返却された活動記録を踏まえ 
て、次週の課題を?つける。 
（120 分） 

【第 29 回】 第２９回 教育現場活動体験 【第 29 回】 



【第 30 回】 1?は２回しかないので 3 学期へ向けてお?伝いをす
る。 
第３０回 講義（学内活動 クラス別） 
体験活動の振り返り、まとめ、発表 
グループ課題Ｂについて意?交換し、仕上げる。 
※2，3?のインターンシップ先の継続についても協議
する 

○ 活動記録作成（120 分）☆翌 
?（木曜?）に提出。 
○報告レポート②を仕上げる。 
（120 分） 
【第 30 回】 
☆「グループ課題Ｂ」提出 
○インターンシップを終えて、 
学んだこと・気付いたこと・ 
教育実習で活かしたいこと等 
をまとめる。（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL104-
Y01 

2.科目名 上級日本語Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 飯島有美子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
観光学科 9.履修学年 ２年⽣以上 

10.取得資格の要件 留学⽣ 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 
人数が多い場合には、人数制限をすることがある。その場合、第 1 回目の授業に来た学⽣が
優先。 

17.授業の目的と概要 
【目的】アカデミックな発表の型を使って、発表できるようになることを目的とします。 
【概要】発表の構成や決まった表現を学び、それが使えるように練習します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は(1) 自律性、(5) コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
【学習目標】 
①アカデミックな発表の構成に基づいて、発表スライドを作り、発表ができる。 
②アカデミックな発表の表現を使い、発表や質問ができる。 
 

19.教科書・教材 
『アカデミック・スキルを身につける聴解・発表ワークブック』犬飼康弘著、スリーエーネ
ットワーク（2007） 
書き込みのある教科書は不可 

20.参考文献  

21.成績評価 
毎回のテスト（50％）各課５点満点×11 回 
最終課題発表（50％） 
 

22.コメント 
レポートと同じように、発表にも構成や特別な表現があります。 
一緒に勉強しましょう。 

23.オフィスアワー 学修支援センター木曜日昼、研究室オフィスアワー金曜日昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
p.9 構成の確認 
１課メモ１、メモ２、メモ３ 

１課 p.22 練習の後で 
２課の言葉調べ、メモ１ 

第２回 １課テスト、２課２、３ 
これ以降毎回、音声データを入れた PC やス
マホを持ってくること。 
３課の言葉調べ、メモ１ 

第３回 
 ２課テスト、３課メモ２、３ ４課の言葉調べ、メモ１ 

第４回 
 ３課テスト、４課メモ２、３ ５課の言葉調べ、メモ１ 

第５回 ４課テスト、５課メモ２、３ ６課の言葉調べ、メモ１ 
第６回 ５課テスト、６課メモ２，３ ７課の言葉調べ、メモ 

第７回 ６課テスト、７課 
７課問題 
８課の言葉調べ、メモ 

第８回 ７課テスト、８課 
８課問題 
９課の言葉調べ、メモ  
 



第９回 ８課テスト、９課 
９課問題 
10 課の言葉調べ、メモ 

第 10 回 ９課テスト、10 課、最終課題説明 
10 課問題 
11 課の言葉調べ、メモ 

第 11 回 10 課テスト、11 課 11 課問題 
第 12 回 11 課テスト、最終課題準備 最終課題準備 
第 13 回 宿題確認、最終課題準備 最終課題準備 
第 14 回 最終課題発表  
第 15 回 最終課題発表  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL110-
A01 

2.科目名 日本語Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 N１取得者は履修できません。単位認定を受けるようにしてください。 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：N２取得と N２レベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できる
こと 
概要：N２の文法項目を網羅している教科書を使用して、文法の意味を理解し文作りを通し
て日本語力の向上を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 
クラス活動：10％   課題提出：10％   N２文法発表：10％ 
短作文発表：10％   中間試験：30％   総括試験    ：30％ 
 

22.コメント 

【重要】入国できていない留学⽣のみ、Zoom での受講を認めます。 
日本にいる留学⽣は対面のみです。 
以下は初回のみ有効の ZOOM の URL です。 
１限↓ 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
２限↓ 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: 976721 
初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 
 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・短作文作成 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N2 文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-67］文法練習 
【第 16 回】 
・N2 文法プリント 
 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 【第 17 回】 【第 17 回】 



【第 18 課】 ・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-73］文法練習 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 
 

○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL110-
Y01 

2.科目名 日本語Ⅰ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語の中級の教科書を使用して、日常の出来事や社会的な話題について学びます。N２レ
ベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること。 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること。 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること。 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％  課題提出：10％ 
N２文法発表：10％  短作文発表：10％ 
中間試験：20％  総括試験：20％ 
N２文法試験：20％ 

22.コメント 
教科書の購入については、初回の授業時に指示します。 
シラバスのコピーを必ず持参してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
・N２文法プリント 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・N２文法プリント 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
・N２文法プリント 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
・N２文法プリント 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
・短作文作成 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
・N２文法プリント 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・N２文法プリント 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N２文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-66］文法 AB
練習 
【第 16 回】 
・N２文法プリント 
・短作文作成 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-76］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 



【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
・短作文作成 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
●N２文法試験 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
・N２文法試験返却、解説 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL110-
Y02 

2.科目名 日本語Ⅰ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】N２レベルの文法を使って自分の意見や考えをまとめて説明できることを目的とし
ます。 
【概要】日本語の中級の教科書を使用して、日常の出来事や社会的な話題について学びま
す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性と（５）コミュニケーシ
ョンスキルの学修に関連しています。 
①N２文法を理解し、まとまった内容の文章を読み書きできること。 
②場面に応じて、適切な語彙や表現が使い分けられること。 
③自分の意見や考えをまとめて効率よく説明できること。 

19.教科書・教材 『テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％  課題提出：10％ 
N２文法発表：10％  短作文発表：10％ 
中間試験：20％  総括試験：20％ 
N２文法試験：20％ 

22.コメント 

教科書の購入については、初回の授業時に指示します。 
シラバスのコピーを必ず持参してください。 
入国が遅れている学⽣は Zoom を用いて下記のリンクからミーティングに入室してくださ
い。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー 
月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・初級文法復習 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
【第２回】 
・第１課「まなぶ」［教科書 pp.1-6］文法練習 
・N２文法プリント 

【第１回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第２回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・初級文法復習 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 

【第３回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第４回】 



・N２文法プリント 
【第４回】 
・第２課「みつける」［教科書 pp.7-12］文法練習 
・第３課「食べる」［教科書 pp.13-16］文法 AB 練習 
 

○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
・第３課「たべる」［教科書 pp.17］文法 C 練習 
・N２文法プリント 
【第６回】 
・第４課「たとえる」［教科書 pp.21-23］文法練習 
 

【第５回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第６回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●N２文法発表 
・第５課「あきれる」［教科書 pp.27-29］文法練習 
・N２文法プリント 
【第８回】 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.33-34］文法 AB 練
習 
・短作文作成 

【第７回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第８回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●N２文法発表 
・第６課「つたえる」［教科書 pp.35-36］文法 CD 練
習 
・N２文法プリント 
【第 10 回】 
・第７課「かざる」［教科書 pp.40-42］文法練習 
・短作文作成 

【第９回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 10 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●N２文法発表 
・第８課「おもいこむ」［教科書 pp.46-49］文法練習 
【第 12 回】 
・第９課「まもる」［教科書 pp.53-54］文法 AB 練習 
・N２文法プリント 

【第 11 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 12 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
●N２文法発表 
・第９課「まもる」［教科書 pp.54-55］文法練習 
【第 14 回】 
・第 10 課「なれる」［教科書 pp.59-61］文法練習 
・N２文法プリント 

【第 13 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 14 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●N２文法発表 
・第 11 課「つながる」［教科書 pp.65-66］文法 AB
練習 
【第 16 回】 
・N２文法プリント 
・短作文作成 

【第 15 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 16 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第 12 課「わける」［教科書 pp.71-76］文法練習 

【第 17 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 



・N２文法プリント 
【第 18 回】 
●中間試験［第１課〜第 10 課］ 

【第 18 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
・中間試験返却、解説 
・第 13 課「おもいだす」［教科書 pp.77-79］文法練
習 
【第 20 回】 
・N２文法プリント 
 

【第 19 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 20 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●N２文法発表 
・第 14 課「みなおす」［教科書 pp.83-85］文法練習 
【第 22 回】 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 21 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 22 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●N２文法発表 
・第 15 課「ふれあう」［教科書 pp.89-91］文法練習 
【第 24 回】 
・第 16 課「うたう」［教科書 pp.95-99］文法練習 
・N２文法プリント 
 

【第 23 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 24 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
・第 17 課「なおす」［教科書 pp.103-105］文法練習 
・N２文法プリント 
【第 26 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.109-110］文法
AB 練習 
・短作文作成 

【第 25 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 26 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・第 18 課「はなれる」［教科書 pp.110-111］文法
CD 練習 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.115-116］文法
AB 練習 
【第 28 回】 
・第 19 課「かなえる」［教科書 pp.116-117］文法
CD 練習 
●N２文法試験 

【第 27 回】 
○本文音読、次回の予習（60 分） 
【第 28 回】 
○本文音読、使いましょうの練習問題（60
分） 
★使いましょう（練習４，５）提出 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 20 課「おぼえる」［教科書 pp.121-123］文法練
習 
【第 30 回】 
・N２文法試験返却、解説 
●総括試験［第 11 課〜第 19 課］ 

【第 29 課】 
○復習（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL111-
A01 

2.科目名 日本語Ⅱ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での⽣活、大学
での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ること 
概要：N2 文字語彙の模擬問題の練習を行うことで N2 取得を目指します。一方、教科書の
各テーマに沿って学習した語彙を使用してロールプレイや発表を行うことで表現力を豊かに
することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N２文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 
クラス活動：10％  課題  ：10％  発表    ：20％ 
朗読発表 ：20％  最終発表：30％  文字語彙試験：10％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意 

22.コメント 

【重要】入国できていない留学⽣のみ、下記のＺoom での受講を認めます。 
日本いる留学⽣は対面のみです。 
以下は初回のみ有効の ZOOM の URL です。 
３限↓ 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
４限↓ 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 



【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・模擬試験（N２文字語彙）の解説 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 



【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 19 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】【第 28 回】 
●第９課の発表テスト 
 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
●N2 文字語彙試験 

 



【第 30 回】 
・⽣活の語彙、今期の振り返り 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL111-
Y01 

2.科目名 日本語Ⅱ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井滋子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での⽣活、大学での学びに不
可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N1/N２文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題・発表：30％ 
中間試験：20％、総括試験：20％ 
N1/N2 試験：20％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意。 

22.コメント 
日本での⽣活や大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙を学びます。語彙の丸暗記ではな
く、ロールプレイや発表を通して、豊かな表現力を身につけることを目指します。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60



【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
●中間試験 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・中間試験の振り返り 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

【第 19 回】 
●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 

【第 19 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 



【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N1/N２文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
●第９課の発表テスト 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
【第 28 回】 
・第６課〜第 10 課の復習 
●N1/N２試験 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総括試験 
【第 30 回】 
・N1/N2 試験、総括試験の振り返り 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL111-
Y02 

2.科目名 日本語Ⅱ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 福井武司 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本での⽣活、大学での学びに不
可欠な様々な表現や語彙の拡充を図ります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①語彙を拡充することで、表現力を高めること 
②グループ活動を通して、学んだ語彙の応用力を身につけること 

19.教科書・教材 
『にほんご語彙力アップトレーニング』ASK 
プリント（N２文字語彙） 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題・発表：30％ 
中間試験：20％、総括試験：20％ 
N2 試験：20％ 
※授業時の携帯やゲーム機器などの使用は減点対象になるので注意。 

22.コメント 
日本での⽣活や大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙を学びます。語彙の丸暗記ではな
く、ロールプレイや発表を通して、豊かな表現力を身につけることを目指します。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・オリエンテーション[主に授業の流れや成績評価に
ついて説明］ 
・日本語ウォームアップアクティビティー 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第２回】 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第１回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第２回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第３回】 
【第４回】 

【第３回】 
・模擬試験（N２文字語彙）の解説 
・第１課「料理」［教科書 pp.13-20］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第４回】 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第３回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第４回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第５回】 
【第６回】 

【第５回】 
●第１課の発表テスト 
・第２課「病気・症状」［教科書 pp.21-28］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 

【第５回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第６回】 



・プリント（N２文字語彙）学習 
【第６回】 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第７回】 
【第８回】 

【第７回】 
●第２課のロールプレイテスト 
・第３課「服選び」［教科書 pp.29-36］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第８回】 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第７回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第８回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第９回】 
【第 10 回】 

【第９回】 
●第３課のロールプレイテスト 
・第４課「性格」［教科書 pp.37-44］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 10 回】 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第９回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 10 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
●第４課のロールプレイテスト 
・第５課「家探し」［教科書 pp.45-52］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
【第 12 回】 
・プリント（N２文字語彙）学習 

【第 11 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 12 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】 
・第１課〜第５課の復習 
【第 14 回】 
●中間試験 

【第 13 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 14 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●第５課のロールプレイテスト 
・中間試験の振り返り 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 16 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 15 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 16 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 17 回】 
【第 18 課】 

【第 17 回】 
・第６課「結婚」［教科書 pp.53-60］ 
応用練習→ロールプレイの原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 18 回】 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 17 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 18 回】 
〇授業の復習、ロールプレイの練習（60
分） 

【第 19 回】 
【第 20 課】 

【第 19 回】 
●第６課のロールプレイテスト 
・第７課「季節」［教科書 pp.61-68］ 
応用練習→発表の原稿作成 

【第 19 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 20 回】 



・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 20 回】 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

【第 21 回】 
●第７課の発表テスト 
・第８課「慣用句・ことわざ」［教科書 pp.69-78］ 
応用練習→発表の原稿作成 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 22 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 21 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 22 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
●第７課の発表テスト 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
応用練習→発表の原稿スライド作成（パソコン、
USB 持参） 
【第 24 回】 
・第９課「世界遺産・名所紹介」［教科書 pp.79-89］
発表のスライド作成 

【第 23 回】 
〇授業の復習（60 分） 
★原稿提出 
【第 24 回】 
〇授業の復習、発表の練習（60 分） 
★スライド提出 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●第８課の発表テスト 
・プリント（N２文字語彙）学習 
【第 26 回】 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
語彙・表現のインプット→基礎練習 

【第 25 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 26 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
●第９課の発表テスト 
・第 10 課「グラフ」［教科書 pp.91-99］ 
応用練習 
【第 28 回】 
・第６課〜第 10 課の復習 
●N２試験 

【第 27 回】 
〇授業の復習（60 分） 
【第 28 回】 
〇授業の復習（60 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】 
●総括試験 
【第 30 回】 
・N2 試験、総括試験の振り返り 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL112-
A01 

2.科目名 日本語Ⅲ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田達朗 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
 様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
 日本での⽣活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
 あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表などを通じて、話す力を育てる。  
 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶための日本語ライティング』 The Japan Times 
佐々木瑞枝他  ISBN 4-7890-1221-2 

20.参考文献 授業中に適宜指示する。 

21.成績評価 

①学習状況（宿題、授業参加） 20% 
②中間テスト（作文含む） 20% 
③作文 2 回 30% 
④期末テスト（作文含む） 30% 

22.コメント 初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
  
第１課 簡潔に回答する 
 ○表現の練習 
 ○短く答える練習 
 ○簡潔に回答する 
教室活動：テーマを決めてアンケートを作成する→発
表 

 

第２回 
第２課 情報を文章にする 
 ○表現の練習 

 



 ○情報を文章にする 
教室活動：クラスで出かける計画を作成する→発表 

第３回 

第３課 状況を説明し、意見を述べる 
 ○表現の練習 
 ○状況を説明し、意見を述べる 
  
教室活動：街で感じたことについてまとめる→発表 

 

第４回 

第４課 中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○文や段落をつなぐ練習 
 ○段落を作る 
作文①を書く 

作文①を完成させる。翌週提出 

第５回 

作文①の提出 
第５課 体験したことを報告する文を書く 
 ○表現の練習 
 ○体験したことを報告する文を書く 
 教室活動：見学の報告書を書く 

 

第６回 

作文①のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習
（１） 
プリント教材 

 

第７回 
第６課 テーマに沿った意見文を書く 
 ○表現の練習 
 ○テーマに沿った意見文を書く 

 

第８回 中間テスト（作文含む）  

第９回 

中間テストのフィードバック 
第 7 課 自分をアピールする文を書く 
 ○表現の練習 
 ○自分をアピールする文を書く 

 

第１０回 
第８課  
レポートを書くための基礎知識  

第１１回 

第 8 課 順序⽴てて、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○レポートで使われる表現の練習 
 ○順序⽴てて、レポートを書く 
だ体・である体の練習 

 

第１２回 

第９課 引用して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○語や文を名詞化する練習 
 ○引用して、レポートを書く 
作文②を書く 

作文②を完成させる。翌週提出 

第１３回 

作文②の提出 
第 10 課 資料を整理して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○グラフの読み方 
 ○資料を利用して、レポートを書く 

 

第１４回 作文②のフィードバックを受ける  



アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習
（２） 
プリント教材 

第１５回 期末テスト（作文含む）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL112-
Y01 

2.科目名 日本語Ⅲ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尹郁子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 

授業の目的：あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキ
スト単位のライティング力を養成することです。 
概要：教科書は 10 課で構成され、大きく３つのレベルに分かれています。やさしい項目か
ら難しい項目へと進むうちに自然に書く力が身につくように工夫されています。書き方を段
階的に積み上げていきながら、最終的にはアカデミックレベルの文章を書く技術が身につく
ようになっています。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目的は DP の(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4)問題発見・解決力(5) コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
学習目的は次のとおりです。 
あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学び、テキスト単位のラ
イティング力を養成することです。 
 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶための日本語ライティング』 The Japan Times 
佐々木瑞枝他  ISBN 4-7890-1221-2 

20.参考文献 授業中に適宜指示します。 

21.成績評価 

①学習状況（宿題、授業参加） 20% 
②中間試験（作文含む） 20% 
③作文 2 回（課題①②） 30% 
④総括試験（作文含む） 30% 

22.コメント 

【重要】入国できていない留学⽣のみ、Zoom での受講を認めます。 
日本にいる留学⽣は対面のみです。 
以下は初回のみ有効の ZOOM の URL です。 
３限（13:15-14:45）：↓ 
Zoom ミーティングに参加する 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
４限（15:00-16:30）：↓ 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 オリエンテーション  



  
第１課 簡潔に回答する 
 ○表現の練習 
 ○短く答える練習 
 ○簡潔に回答する 
教室活動：テーマを決めてアンケートを作成する→発
表（課題） 

第２回 

第２課 情報を文章にする 
 ○表現の練習 
 ○情報を文章にする 
教室活動：クラスで出かける計画を作成する→発表
（課題） 

 

第３回 

第３課 状況を説明し、意見を述べる 
 ○表現の練習 
 ○状況を説明し、意見を述べる 
  
教室活動：街で感じたことについてまとめる→発表
（課題） 

 

第４回 

第４課 中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○文や段落をつなぐ練習 
 ○段落を作る 
作文①を書く（課題） 

作文①を完成させる。翌週提出 

第５回 

作文①の提出 
第５課 体験したことを報告する文を書く 
 ○表現の練習 
 ○体験したことを報告する文を書く 
 教室活動：見学の報告書を書く 

 

第６回 

作文①のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習
（１） 
プリント教材 

 

第７回 
第６課 テーマに沿った意見文を書く 
 ○表現の練習 
 ○テーマに沿った意見文を書く 

 

第８回 中間試験（作文含む）  

第９回 

中間試験のフィードバック 
第 7 課 自分をアピールする文を書く 
 ○表現の練習 
 ○自分をアピールする文を書く 

 

第１０回 
第８課  
レポートを書くための基礎知識 

 

第１１回 

第 8 課 順序⽴てて、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○レポートで使われる表現の練習 
 ○順序⽴てて、レポートを書く 
だ体・である体の練習 

 



第１２回 

第９課 引用して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○語や文を名詞化する練習 
 ○引用して、レポートを書く 
作文②を書く（課題） 

作文②を完成させる。翌週提出 

第１３回 

作文②の提出 
第 10 課 資料を整理して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○グラフの読み方 
 ○資料を利用して、レポートを書く 

 

第１４回 

作文②のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習
（２） 
プリント教材 

 

第１５回 総括試験（発表含む）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL112-
Y02 

2.科目名 日本語Ⅲ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井かおり 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
 様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
 日本での⽣活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
 あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表などを通じて、話す力を育てる。  
 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶための日本語ライティング』 The Japan Times 
佐々木瑞枝他  ISBN 4-7890-1221-2 

20.参考文献 授業中に適宜指示する。 

21.成績評価 

①学習状況（宿題、授業参加） 20% 
②中間テスト（作文含む） 20% 
③作文 2 回 30% 
④期末テスト（作文含む） 30% 

22.コメント 初回の授業からテキストを用意してください。 
欠席するときは連絡してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
  
第１課 簡潔に回答する 
 ○表現の練習 
 ○短く答える練習 
 ○簡潔に回答する 
教室活動：テーマを決めてアンケートを作成する→発
表 

テキスト 
「大学で学ぶための日本語ライティング」 

第２回 
第２課 情報を文章にする 
 ○表現の練習 

 



 ○情報を文章にする 
教室活動：クラスで出かける計画を作成する→発表 

第３回 

第３課 状況を説明し、意見を述べる 
 ○表現の練習 
 ○状況を説明し、意見を述べる 
  
教室活動：街で感じたことについてまとめる→発表 

 

第４回 

第４課 中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○中心文と支持文で段落を作る練習 
 ○文や段落をつなぐ練習 
 ○段落を作る 
作文①を書く 

作文①を完成させる。翌週提出 

第５回 

作文①の提出 
第５課 体験したことを報告する文を書く 
 ○表現の練習 
 ○体験したことを報告する文を書く 
 教室活動：見学の報告書を書く 

 

第６回 

作文①のフィードバックを受ける 
アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習
（１） 
プリント教材 

 

第７回 
第６課 テーマに沿った意見文を書く 
 ○表現の練習 
 ○テーマに沿った意見文を書く 

 

第８回 中間テスト（作文含む）  

第９回 

中間テストのフィードバック 
第 7 課 自分をアピールする文を書く 
 ○表現の練習 
 ○自分をアピールする文を書く 

 

第１０回 
第８課  
レポートを書くための基礎知識  

第１１回 

第 8 課 順序⽴てて、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○レポートで使われる表現の練習 
 ○順序⽴てて、レポートを書く 
だ体・である体の練習 

 

第１２回 

第９課 引用して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○語や文を名詞化する練習 
 ○引用して、レポートを書く 
作文②を書く 

作文②を完成させる。翌週提出 

第１３回 

作文②の提出 
第 10 課 資料を整理して、レポートを書く 
 ○表現の練習 
 ○グラフの読み方 
 ○資料を利用して、レポートを書く 

 

第１４回 作文②のフィードバックを受ける  



アカデミック・ライティングに役⽴つ文章表現の練習
（２） 
プリント教材 

第１５回 期末テスト（作文含む）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL113-
A01 

2.科目名 日本語Ⅳ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 前田達朗 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学⽣のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での⽣活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表などを通じて、話す力を育てる。 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学⽣間で意見を述べ合
う。） 

 

第２回 
［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
  

第３回 ［比喩］ほかのものにたとえる  



 

第４回 ［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 

小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
 

 

第６回 
指示語を使う 
  

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）  

第８回 「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
 

 

第１０回 
理由を問う 
 

 

第１１回 
例を問う 
 小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 
主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
期末テスト 
  

第１５回 
期末テストのフィードバック 
＋クラス活動②（詳細は指示する） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL113-
Y01 

2.科目名 日本語Ⅳ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学⽣のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での⽣活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表などを通じて、話す力を育てる。 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント 

基本的に、対面で授業を行います。 
日本への入国が遅れている学⽣は、以下の ZOOM リンクから参加してください。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学⽣間で意見を述べ合

 



う。） 

第２回 ［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
 

 

第３回 
［比喩］ほかのものにたとえる 
 

 

第４回 
［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
  

第６回 指示語を使う 
 

 

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）読み練習など 

 

第８回 
「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
  

第１０回 理由を問う 
 

 

第１１回 例を問う 
 

小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
主張理解（⻑文読解②） 
 

 

第１５回 期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL113-
Y02 

2.科目名 日本語Ⅳ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小川佐由理 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通（留学⽣のみ） 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ、日本語Ⅴは、ぞれぞれ週 2 コマずつの授業で、
大学での学習に不足のない日本語能力を獲得するために、日本語能力の四技能（聞く、話
す、読む、書く）を高めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各授業では、特に以下の項目・能力に焦点をあて、そのスキルの向上を図る。 
「日本語Ⅰ」 
  様々な文法、構文の拡充を行う（文単位のライティング力の養成）。  
「日本語Ⅱ」 
  日本での⽣活、大学での学びに不可欠な様々な表現や語彙の拡充を図る。 
「日本語Ⅲ」 
  あるまとまった内容を書く力から academic writing の基礎までを学ぶ（テキスト単位の
ライティング力の養成）。 
「日本語Ⅳ」 
 様々な文献の読解、要約を通じて、まとまった内容の文を読む力を育てる。 
「日本語Ⅴ」 
 スピーチ、口頭発表などを通じて、話す力を育てる。 

19.教科書・教材 
新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 
田代 ひとみ (著), 初鹿野 阿れ (著), 清水 知子 (著), 福岡 理恵子 (著), 中村 則子 (著) 
ISBN-13: 978-4883195725 

20.参考文献  

21.成績評価 

学習状況(出席、学習態度)30% 
小テスト(2 回)20% 
中間テスト 20% 
期末テスト 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
［対比］ほかのものと比べる 
 〇 教科書の解説と練習問題 
 〇 多様な分野の素材の読解 （N2 および N1 レ
ベルの読解問題） 
 〇 ディスカッション （読解した内容について整
理し、理解を確認した上で、学⽣間で意見を述べ合
う。） 

 

第２回 
［言い換え］ほかの言葉で言いかえる 
  

第３回 ［比喩］ほかのものにたとえる  



 

第４回 ［疑問提示文］疑問文を使って話題を提示する 
 

小テスト① 

第５回 
［主張表現］自分の意見であることを示す 
 

 

第６回 
指示語を使う 
  

第７回 
中間テスト 
＋クラス活動①（詳細は指示する）  

第８回 「だれが」「何が」「何を」などを問う 
 

 

第９回 
下線部の意味を問う 
 

 

第１０回 
理由を問う 
 

 

第１１回 
例を問う 
 小テスト② 

第１２回 内容理解（中文：⻑めの文章を読む練習）  

第１３回 
主張理解（⻑文：⻑い文章を読む練習） 
 

 

第１４回 
期末テスト 
  

第１５回 
期末テストのフィードバック 
＋クラス活動②（詳細は指示する） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL114-
A01 

2.科目名 日本語Ⅴ (留) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
概要：読みやすいテキストやその他の資料を使って、日常の出来事や社会的な話題について
学び、それらにつ いて、スピーチ、口頭発表をする。 
目的：日本語力の中での特に〈話す力〉を身につけることを目標 とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材 トピックによる日本語総合演習―テーマ探しから発表へ 中級後期 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します 

21.成績評価 

(1) 各課の発表 20% 
(2) 小テスト 30% 
(3) 学期末発表と提出物 30% 
(4) 学習状況 (授業への参加・パフォーマンス)20% 

22.コメント 

基本的に、対面で授業を行います。 
日本への入国が遅れている学⽣は、以下の ZOOM リンクから参加してください。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】   
【第 2 回】   
 

【第 1 回】  オリエンテーション、自己紹介等  教
育導入 
【第 2 回】 グラフを用いて、自国の教育について話
し合い 

 

【第 3 回】 
【第 4 回】   
 

【第 3 回】 
教育の文法・語彙 
【第 4 回 】 
教育の読解 
 

 

【第 5 回】 
【第 6 回】   
 

【第 5 回】日本の教育問題 
  
【第 6 回】 自国の教育・教育の問題点などについて
話し合い。 
                  各自の発表テーマ決定 

次回の発表準備（原稿作成・スライド作成） 

【第 7 回】 
【第 8 回】   
 

【第 7 回】  自国の教育の問題点に関するミニスピ
ーチ①（発表１） 
【第 8 回】  自国の教育の問題点に関するミニスピ
ーチ② 

 

【第 9 回】   【第 9 回】 ことば導入  



【第 10 回】 【第 10 回】 慣用表現・擬音語擬態語など  

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 文法表現 
【第 12 回】ことば読解１（読み練習） 

○名言についてのスピーチ原 稿の準備(90
分)  
○小テストにむけて復習(90 分) 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】ことば読解２ 
【第 14 回】自国のことわざ・名言について紹介（グ
ループ発表） 
 

 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
小テスト①（教育・ことば）  
コミュニケーション導入 図表の説明のしかた 
【第 16 回】文法表現 

 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
コミュニケーション語彙、読解１ 
【第 18 回】読解２ 

 

【第 19 回】 
【第 20 回】  
 

【第 19 回】 
昔話 導入 
【第 20 回】 
動画視聴 

 

【第 21 回】 
【第 22 回】  
 

【第 21 回】 
文法表現 
  
【第 22 回】 
自国の昔話 を説明 （発表２） 

自国の昔話について発表準備 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
読解 
【第 24 回】 
住宅導入 
アカデミック・プレゼンテーション  (発表実例) 

 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
小テスト②（コミュニケーション・昔話） 
住宅 
【第 26 回】 
自国の風土、気候、住まい 等についてディスカッシ
ョン 

 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】  プロジェクト発表導入（読み物） 
【第 28 回】  プロジェクト発表準備 

 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】  プロジェクト発表(期末発表) 
【第 30 回】  プロジェクト発表(期末発表) 最終プレゼンのスクリプト提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL114-
Y01 

2.科目名 日本語Ⅴ （留̲2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 阿部忍 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】自国のこと、自分の考えを日本語で話す力を身に付けることを目的とします。 
【概要】テキストやその他の資料を使って、日常の出来事や社会的な話題について学び、そ
れらにつ いてディスカッションします。また、自分でテーマを探し、調査し、考察して発
表します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性と（５）コミュニケーシ
ョンスキルの学修に関連しています。 
①語彙や文法表現を身に付け、表現力を高める。 
②自分でテーマを見つけ、計画を⽴てて発表等の準備を進めることができる。 
③他者の考えを理解するとともに自分の考えを的確に表現し、意見を交わすことができる。 
④聞き手を意識して、スピーチ・発表することができる。 

19.教科書・教材 『 トピックによる日本語総合演習―テーマ探しから発表へ 中級後期』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

(1) 各課の課題(宿題、漢字クイズ等)  20% 
(2) 各課の発表 20% 
(3) 小テスト 20%  
(4) 学期末発表/レポート 20% 
(5) 学習状況 (授業への参加・パフォーマンス)20% 

22.コメント 

入国が遅れている学⽣は Zoom を用いて下記のリンクからミーティングに入室してくださ
い。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
 

23.オフィスアワー 
月曜昼休み：神⼾山手キャンパス３号館 3305（個人研究室） 
⽕曜昼休み：神⼾山手キャンパス１号館学修支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】   
【第 2 回】   
 

【第 1 回】   
・オリエンテーション、自己紹介、「1 課教育」漢
字・語彙 
【第 2 回】 
・ ディスカッション：グラフを用いて、自国の教育
について話し合い 

【第 1 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第２回】 
授業の復習 

【第 3 回】 
【第 4 回】   
 

【第 3 回】 
●「1 課教育」漢字クイズ 
・「1 課教育」表現・本文 
【第 4 回 】 
・プレゼンテーションの基本、数字、比較表現等につ

【第３回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第４回】 
授業の復習 



いて 
・活動：「教育」についてアンケート 

【第 5 回】 
【第 6 回】   
 

【第 5 回】 
・「1 課教育」本文 
  
【第 6 回】 
・グループワーク：アンケートの結果からわかること
を考察する 

【第５回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第６回】 
授業の復習 

【第 7 回】 
【第 8 回】   
 

【第 7 回】  
●「1 課教育」小テスト 
・「2 課言葉」漢字・語彙 
【第 8 回】  
・発表：アンケートの結果からわかること 
・グループワーク：オノマトペ、大阪弁等について 

【第７回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第８回】 
授業の復習 

【第 9 回】   
【第 10 回】 

【第 9 回】 
●「2 課言葉」 漢字クイズ 
・「2 課言葉」表現・本文 
【第 10 回】   
・発表準備：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 9 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 10 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・「2 課言葉」本文 
【第 12 回】 
・発表練習：自国のことわざ・名言について紹介 

【第 11 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 12 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】  
●「2 課言葉」小テスト 
・「3 課コミュニケーション」漢字・語彙 
【第 14 回】 
・発表：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 13 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 14 回】 
授業の復習 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●「3 課コミュニケーション」漢字クイズ 
・「3 課コミュニケーション」表現・本文 
【第 16 回】 
・ディスカッション：コミュニケーションに関するテ
ーマ 

【第 15 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 16 回】 
授業の復習 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・「3 課コミュニケーション」本文 
【第 18 回】 
・ディスカッション 

【第 17 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 18 回】 
授業の復習 

【第 19 回】 
【第 20 回】  
 

【第 19 回】 
●「3 課コミュニケーション」小テスト 
・「4 課昔話」漢字・語彙 
【第 20 回】 
・ストーリー 説明練習 

【第 19 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 20 回】 
授業の復習 

【第 21 回】 
【第 22 回】  
 

【第 21 回】 
●「4 課昔話」漢字クイズ 
・「4 課昔話」表現・本文 

【第 21 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 22 回】 



  
【第 22 回】 
・発表：ストーリー 

授業の復習 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・「4 課昔話」本文 
【第 24 回】 
・期末発表（発表実例、構成等）について説明 

【第 23 回】 
授業の復習 
【第 24 回】 
発表準備 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●「4 課昔話」小テスト 
・グループワーク：自国の風土、住まい等について 
【第 26 回】  
・期末発表準備 

【第 25 回】 
期末発表準備 
【第 26 回】 
期末発表準備 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】  
・期末発表準備：修正 
【第 28 回】   
・期末発表準備：読む練習 

【第 27 回】 
期末発表準備 
【第 28 回】 
期末発表準備 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】  
・発表：期末発表 
【第 30 回】  
・発表：期末発表 
・振り返りレポート提出 

期末発表について振り返りレポートを書く 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL114-
Y02 

2.科目名 日本語Ⅴ （留̲1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄まき 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】自国のこと、自分の考えを日本語で話す力を身に付けることを目的とします。 
【概要】テキストやその他の資料を使って、日常の出来事や社会的な話題について学び、そ
れらにつ いてディスカッションします。また、自分でテーマを探し、調査し、考察して発
表します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性と（５）コミュニケーシ
ョンスキルの学修に関連しています。 
①語彙や文法表現を身に付け、表現力を高める。 
②自分でテーマを見つけ、計画を⽴てて発表等の準備を進めることができる。 
③他者の考えを理解するとともに自分の考えを的確に表現し、意見を交わすことができる。 
④聞き手を意識して、スピーチ・発表することができる。 

19.教科書・教材 『 トピックによる日本語総合演習―テーマ探しから発表へ 中級後期』 
20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

(1) 各課の課題(宿題、漢字クイズ等)  20% 
(2) 各課の発表 20% 
(3) 小テスト 20%  
(4) 学期末発表/レポート 20% 
(5) 学習状況 (授業への参加・パフォーマンス)20% 

22.コメント 

入国が遅れている学⽣は Zoom を用いて下記のリンクからミーティングに入室してくださ
い。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
 

23.オフィスアワー 毎週金曜日、授業前後に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】   
【第 2 回】   
 

【第 1 回】   
・オリエンテーション、自己紹介、「1 課教育」漢
字・語彙 
【第 2 回】 
・ ディスカッション：グラフを用いて、自国の教育
について話し合い 

【第 1 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第２回】 
授業の復習 

【第 3 回】 
【第 4 回】   
 

【第 3 回】 
●「1 課教育」漢字クイズ 
・「1 課教育」表現・本文 
【第 4 回 】 
・プレゼンテーションの基本、数字、比較表現等につ
いて 

【第３回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第４回】 
授業の復習 



・活動：「教育」についてアンケート 

【第 5 回】 
【第 6 回】   
 

【第 5 回】 
・「1 課教育」本文 
  
【第 6 回】 
・グループワーク：アンケートの結果からわかること
を考察する 

【第５回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第６回】 
授業の復習 

【第 7 回】 
【第 8 回】   
 

【第 7 回】  
●「1 課教育」小テスト 
・「2 課言葉」漢字・語彙 
【第 8 回】  
・発表：アンケートの結果からわかること 
・グループワーク：オノマトペ、大阪弁等について 

【第７回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第８回】 
授業の復習 

【第 9 回】   
【第 10 回】 

【第 9 回】 
●「2 課言葉」 漢字クイズ 
・「2 課言葉」表現・本文 
【第 10 回】   
・発表準備：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 9 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 10 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

【第 11 回】 
・「2 課言葉」本文 
【第 12 回】 
・発表練習：自国のことわざ・名言について紹介 

【第 11 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 12 回】 
・授業の復習 
・発表の準備 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

【第 13 回】  
●「2 課言葉」小テスト 
・「3 課コミュニケーション」漢字・語彙 
【第 14 回】 
・発表：自国のことわざ、名言について紹介 

【第 13 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 14 回】 
授業の復習 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

【第 15 回】 
●「3 課コミュニケーション」漢字クイズ 
・「3 課コミュニケーション」表現・本文 
【第 16 回】 
・ディスカッション：コミュニケーションに関するテ
ーマ 

【第 15 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 16 回】 
授業の復習 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

【第 17 回】 
・「3 課コミュニケーション」本文 
【第 18 回】 
・ディスカッション 

【第 17 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 18 回】 
授業の復習 

【第 19 回】 
【第 20 回】  
 

【第 19 回】 
●「3 課コミュニケーション」小テスト 
・「4 課昔話」漢字・語彙 
【第 20 回】 
・ストーリー 説明練習 

【第 19 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 20 回】 
授業の復習 

【第 21 回】 
【第 22 回】  
 

【第 21 回】 
●「4 課昔話」漢字クイズ 
・「4 課昔話」表現・本文 
  

【第 21 回】 
次回の予習（語彙意味調べ） 
【第 22 回】 
授業の復習 



【第 22 回】 
・発表：ストーリー 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

【第 23 回】 
・「4 課昔話」本文 
【第 24 回】 
・期末発表（発表実例、構成等）について説明 

【第 23 回】 
授業の復習 
【第 24 回】 
発表準備 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

【第 25 回】 
●「4 課昔話」小テスト 
・グループワーク：自国の風土、住まい等について 
【第 26 回】  
・期末発表準備 

【第 25 回】 
期末発表準備 
【第 26 回】 
期末発表準備 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】  
・期末発表準備：修正 
【第 28 回】   
・期末発表準備：読む練習 

【第 27 回】 
期末発表準備 
【第 28 回】 
期末発表準備 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

【第 29 回】  
・発表：期末発表 
【第 30 回】  
・発表：期末発表 
・振り返りレポート提出 

期末発表について振り返りレポートを書く 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL201-
A01 

2.科目名 アカデミック日本語Ⅰ (留) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

大学の講義の理解、教室での活動、文化的な背景を含んだ情報の読み取り、さまざまな状況
に対応する表現など、日本で⽣活し、大学で学習するために必要な総合的日本語力の向上を
目指す。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

日本で大学⽣として⽣活する上で必要な日本語を使うことができる。日本の大学の授業で使
用される表現を理解し、裏付けを伴った意見を述べることができる。  
DP:  
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解）世界に住まう人々の文化や社
会が多様であることに理解を深め、世界市⺠として行動できます。 
(5) コミュニケーションスキル  国内外を問わず、社会⽣活の様々な場面で、他者の思いや
考えを理解するとともに、自分の考えを的確に表現し、意見を交わすことができます。 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶためのアカデミックジャパニーズ』 The Japan Times  
佐々木瑞枝 その他 ISBN4-7890-1078-3 

20.参考文献  

21.成績評価 

クラスでの活動（個人、ペア、グループワーク）１０％ 
宿題 ２０％ （翌週の授業で提出、または発表） 
小テスト３０％ 
総括試験 ４０％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に受け付けます。またはメールでアポをとってください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

ガイダンス （シラバスを使って授業内容や採点基準
の説明） 
日本語での自己紹介とウォーミングアップアクティビ
ティ 

○予習として、教科書を読んでわからないと
ころをチェックする。（60 分） 

第２回 
日本の大学で学ぶ： 教科書 pp.2-7 
・時間割、履修申請などで使われる語彙や表現を学
ぶ。 

○授業を復習し、教科書の問題を解答する。
さらに自分の時間割を作成する。（60 分） 

第３回 
語彙、文法の復習：プリント教材 
・上級日本語に必要な、語彙や文法事項の復習と確認
をする。 

○小テストに備えて、復習する。 
◎プリントの問題を解答する。（60 分） 

第４回 

小テスト① 
大学の講義①： 教科書 pp.8-11 
・授業を聞いて、キーワードや数字に注意しながら、
内容を理解する。 
・内容を説明したり、まとめたりする。 
・授業内容について、友人と会話する。 

○予習として、教科書を読んでわからないと
ころをチェックする。（60 分） 



第５回 

大学の講義②： 教科書 pp.20-23 
・授業を聞いて、内容を表にまとめる。 
・レポートのテーマについて、友人や先⽣に相談す
る。 
・資料を集める。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第６回 
語彙、文法の復習：プリント教材 
・上級日本語に必要な、語彙や文法事項の復習と確認
をする。 

◎プリントの問題を解答する。（60 分） 

第７回 

情報の読み取り： 教科書 pp.24-29 
・連絡や会話を通して、正確な情報を収集する。 
・情報について友人との会話、先⽣と会話する。 
・情報を簡単な日本語で伝える。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第８回 
読み物： プリント教材 
・日本語で書かれた小説、論説文を読んで内容を理解
しながら、日本語らしい表現を学ぶ。 

○小テストに備えて、復習する。（60 分） 

第９回 

小テスト② 
読み物： プリント教材 
日本語で書かれた小説、論説文を読んで内容を理解し
ながら、日本語らしい表現を学ぶ 

◎授業でカバーされなかった部分をグループ
で読んで、内容をまとめる。（60 分） 

第１０回 

大学の講義③： 教科書 pp.30-33 
・講義内容を理解して、文で表現する。 
・関連資料を読んで、内容を推測したり、自分の考え
をまとめたりする。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第１１回 

大学の講義④：教科書 pp.34-38 
・講義内容を理解して、文で表現する。 
・関連資料を読んで、内容を推測したり、自分の考え
をまとめたりする。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第１２回 

大学の講義④：教科書 pp.34-38 
・講義内容を理解して、文で表現する。 
・関連資料を読んで、内容を推測したり、自分の考え
をまとめたりする。 

○小テストに備えて、復習する。（60 分） 

第１３回 

小テスト③ 
語彙、文法の復習： 
・上級日本語に必要な、語彙や文法事項の復習と確認
をする。 
・総括試験に備えて、要点をまとめる。 

○授業を復習して、分からないところをまと
める。（60 分） 

第１４回 
まとめ 
・学期の学習を振り返り、全体をまとめ最終評価のた
めの準備につなげる。 

○総括試験に備えて、復習する。（120 分） 

第１５回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL201-
Y01 

2.科目名 アカデミック日本語Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
概要：大学の講義の理解、教室での活動、文化的な背景を含んだ情報の読み取り、さまざま
な状況に対応する表現などを学ぶ。 
目的：日本で⽣活し、大学で学習するために必要な総合的日本語力の向上を目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①日本で大学⽣として⽣活する上で必要な日本語を使うことができる。 
②日本の大学の授業で使用されうる表現を理解し、裏付けを伴った意見を述べることができ
る。 

19.教科書・教材 
『大学で学ぶためのアカデミックジャパニーズ』 The Japan Times  
佐々木瑞枝 その他 ISBN4-7890-1078-3 

20.参考文献  

21.成績評価 

授業参加度とクラスでの活動 １０％ 
宿題または発表 ２０％  
小テスト ３０％ 
総括試験 ４０％ 

22.コメント 

すでに来日している学⽣は、対面で授業を行います。 
日本への入国が遅れている学⽣は、以下の ZOOM リンクから参加してください。 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

ガイダンス （シラバスを使って授業内容や採点基準
の説明） 
日本語での自己紹介とウォーミングアップアクティビ
ティ 
文体について 

○予習として、教科書を読んでわからないと
ころをチェックする。（60 分） 

第２回 
日本の大学で学ぶ： 教科書 pp.2-7 
・時間割、履修申請などで使われる語彙や表現を学
ぶ。 

○授業を復習し、教科書の問題を解答する。
さらに自分の時間割を作成する。（60 分） 

第３回 
語彙、文法の復習１：プリント教材 
・上級日本語に必要な、語彙や文法事項の復習と確認
をする。 

○小テストに備えて、復習する。 
◎プリントの問題を解答する。（60 分） 

第４回 

小テスト① 
大学の講義①： 教科書 pp.8-11 
・授業を聞いて、キーワードや数字に注意しながら、
内容を理解する。 
・内容を説明したり、まとめたりする。 
・授業内容について、友人と会話する。 

○予習として、教科書を読んでわからないと
ころをチェックする。（60 分） 



第５回 

大学の講義②： 教科書 pp.20-23 
・授業を聞いて、内容を表にまとめる。 
・レポートのテーマについて、友人や先⽣に相談す
る。 
・資料を集める。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第６回 
語彙、文法の復習 2-1：プリント教材 
・上級日本語に必要な、語彙や文法事項の復習と確認
をする。 

◎プリントの問題を解答する。（60 分） 

第７回 

情報の読み取り： 教科書 pp.24-29 
・連絡や会話を通して、正確な情報を収集する。 
・情報について友人との会話、先⽣と会話する。 
・情報を簡単な日本語で伝える。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第８回 
語彙、文法の復習 2-2：プリント教材 
・上級日本語に必要な、語彙や文法事項の復習と確認
をする。 

○小テストに備えて、復習する。（60 分） 

第９回 

小テスト② 
読み物： プリント教材 
日本語で書かれた小説、論説文を読んで内容を理解し
ながら、日本語らしい表現を学ぶ 

◎授業でカバーされなかった部分をグループ
で読んで、内容をまとめる。（60 分） 

第１０回 

大学の講義③： 教科書 pp.30-33 
・講義内容を理解して、文で表現する。 
・関連資料を読んで、内容を推測したり、自分の考え
をまとめたりする。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第１１回 

大学の講義④：教科書 pp.34-38 
・講義内容を理解して、文で表現する。 
・関連資料を読んで、内容を推測したり、自分の考え
をまとめたりする。 

○授業を復習して、問題に解答する。（60
分） 

第１２回 

大学の講義④：教科書 pp.34-38 
・講義内容を理解して、文で表現する。 
・関連資料を読んで、内容を推測したり、自分の考え
をまとめたりする。 

○小テストに備えて、復習する。（60 分） 

第１３回 

語彙、文法の復習３ 
・上級日本語に必要な、語彙や文法事項の復習と確認
をする。 
・総括試験に備えて、要点をまとめる。 

○授業を復習して、分からないところをまと
める。（60 分） 

第１４回 

小テスト③   
まとめ 
・学期の学習を振り返り、全体をまとめ最終評価のた
めの準備につなげる。 

○総括試験に備えて、復習する。（120 分） 

第１５回 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL203-
A01 

2.科目名 日本語ライティングⅠ (留) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年⽣以上の留学⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
レポートや論文作成など大学で学ぶのに必要な文章が書けることを目的とし、基本的な文章
から論理的な文章の書き方や論理的思考の組み⽴て方などを体系的に学んでいきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①レポートや論文作成において必要な文章が書けること 
②論理的な文章が書けること 
本科目では、本学 DP のうち、特に以下の二つの力を涵養します。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
(5) コミュニケーションスキル 
国内外を問わず、社会⽣活の様々な場面で、他者の思いや考えを理解するとともに、自分の
考えを的確に表現し、意見を交わすことができる。 

19.教科書・教材 
二通信子・佐藤不二子著 
『新訂版 留学⽣のための論理的な文章の書き方』スリーエーネットワーク 

20.参考文献 授業時に適宜紹介します。 

21.成績評価 

課題提出・小テスト等：20％ 
小レポート：20％ 
総括レポート：40％ 
実技試験：20％ 

22.コメント 

初回の授業から、シラバスのコピーと指定の教科書を持参してください。 
授業中のスマホ等の使用は、減点対象になりますので注意してください。 
やむを得ず授業を欠席する場合は、必ずその授業のフォローを行ってください。 
入国ができていない留学⽣のみ、 
Zoom からの参加を認める。 
該当する学⽣は伊藤までメールで連絡すること。 

23.オフィスアワー 金曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・レポートに使われる文体：教科書 pp.6-10 

【第１回】 
○適切な文体への変換（60 分） 

【第２回】 

【第２回】 
・文の基本１ 
 対象に焦点をあてた文、動作主に焦点をあてた文。 
 特に動詞の自他・態を中心に扱う。 
 

【第２回】 
○練習問題（動詞の自他）（60 分） 

【第３回】 
【第３回】 
「は」と「が」、名詞化、 
第 1 課「段落」 

【第３回】 
○小レポート作成（60 分） 



【第４回】 

【第４回】 
・仕組みの説明 
  読み手の⽴場に⽴った理解しやすい構造での段落
構成を学ぶ。 

【第４回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第５回】 
【第５回】 
・歴史的な経過の説明：教科書 pp.51-55 
・分類：教科書 pp.56-60 

【第５回】 
○教科書の練習問題（60 分） 
★小レポート①提出 

【第６回】 
【第６回】 
・定義：教科書 pp.61-68 
・小レポート②作成準備 

【第６回】 
○教科書の練習問題（60 分） 
○小レポート②作成（60 分） 

【第７回】 
【第７回】 
・要約：教科書 pp.69-74 
・総括レポートのタイトル決定 

【第７回】 
○総括レポートの準備（60 分） 
★小レポート②提出 

【第８回】 
【第８回】 
・比較・対照：教科書 pp.75-81 
・総括レポートのアウトライン作成 

【第８回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第９回】 
【第９回】 
・因果関係：教科書 pp.82-87 
・総括レポート作成準備 

【第９回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第 10 回】 
【第 10 回】 
・論説文：教科書 pp.88-97 
・総括レポート作成準備 

【第 10 回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第 11 回】 
【第 11 回】 
・資料の利用：教科書 pp.98-106 
・総括レポートの作成 

【第 11 回】 
○教科書の練習問題（60 分） 
◆ノート PC◆ 

【第 12 回】 
【第 12 回】 
・レポートの作成：教科書 pp.107-117 
・総括レポートの作成 

【第 12 回】 
○総括レポート作成準備（60 分） 
◆ノート PC◆ 

【第 13 回】 
【第 13 回】 
・総括レポートの作成 
・発表の準備 

【第 13 回】 
○総括レポート作成準備（60 分） 
◆ノート PC◆ 

【第 14 回】 【第 14 回】 
・発表の準備 

【第 14 回】 
○発表の準備（60 分） 
★総括レポート提出 

【第 15 回】 
【第 15 回】 
・総括レポート返却、振り返り 
・実技試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL203-
Y01 

2.科目名 日本語ライティングⅠ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年⽣以上の留学⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
目的：レポートや論文作成など大学で学ぶのに必要な文章が書けることを目的とする。 
概要：基本的な文章から論理的な文章の書き方まで、論理的思考の組み⽴てを体系的に学ん
でいく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①レポートや論文作成において必要な文章が書けること 
②論理的な文章が書けること 
本科目では、本学 DP のうち、特に以下の二つの力を涵養する。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
(5) コミュニケーションスキル 
国内外を問わず、社会⽣活の様々な場面で、他者の思いや考えを理解するとともに、自分の
考えを的確に表現し、意見を交わすことができる。  
 

19.教科書・教材 二通信子・佐藤不二子著 
『改訂版 留学⽣のための論理的な文章の書き方』スリーエーネットワーク 

20.参考文献 授業時に適宜紹介する。 

21.成績評価 

クラス活動・課題提出等：20％ 
小レポート（計２回）：20％ 
総括レポート：40％ 
実技試験（発表）：20％ 

22.コメント 

初回の授業から、指定の教科書を持参してください。 
授業中のスマホ等の使用は、減点対象になりますので注意してください。 
入国ができていない留学⽣のみ、Zoom からの参加を認めます。 
 

23.オフィスアワー 授業前後やメールで質問等を受けつける。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・レポートに使われる文体：教科書 pp.6-10 

【第１回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第２回】 

【第２回】 
・文の基本、句読点の打ち方、各種の記号の使い方、
引用の仕方： 
教科書 pp.11-35 

【第２回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第３回】 
【第３回】 
・段落：教科書 pp.38-44 
・小レポート①作成準備 

【第３回】 
○小レポート作成（60 分） 

【第４回】 【第４回】 【第４回】 



・仕組みの説明：教科書 pp.45-50 ○教科書の練習問題（60 分） 

【第５回】 
【第５回】 
・歴史的な経過の説明：教科書 pp.51-55 
・分類：教科書 pp.56-60 

【第５回】 
○教科書の練習問題（60 分） 
★小レポート①提出 

【第６回】 
【第６回】 
・定義：教科書 pp.61-68 
・小レポート②作成準備 

【第６回】 
○教科書の練習問題（60 分） 
○小レポート②作成（60 分） 

【第７回】 
【第７回】 
・要約：教科書 pp.69-74 
・総括レポートのタイトル決定 

【第７回】 
○総括レポートの準備（60 分） 
★小レポート②提出 

【第８回】 
【第８回】 
・比較・対照：教科書 pp.75-81 
・総括レポートのアウトライン作成 

【第８回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第９回】 
【第９回】 
・因果関係：教科書 pp.82-87 
・総括レポート作成準備 

【第９回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第 10 回】 
【第 10 回】 
・論説文：教科書 pp.88-97 
・総括レポート作成準備 

【第 10 回】 
○教科書の練習問題（60 分） 

【第 11 回】 
【第 11 回】 
・資料の利用：教科書 pp.98-106 
・総括レポートの作成 

【第 11 回】 
○教科書の練習問題（60 分） 
◆ノート PC◆ 

【第 12 回】 
【第 12 回】 
・レポートの作成：教科書 pp.107-117 
・総括レポートの作成 

【第 12 回】 
○総括レポート作成準備（60 分） 
◆ノート PC◆ 

【第 13 回】 
【第 13 回】 
・総括レポートの作成 
・発表の準備 

【第 13 回】 
○総括レポート作成準備（60 分） 
◆ノート PC◆ 

【第 14 回】 【第 14 回】 
・発表の準備 

【第 14 回】 
○発表の準備（60 分） 
★総括レポート提出 

【第 15 回】 
【第 15 回】 
・総括レポート返却、振り返り 
・実技試験（発表） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL206-
A01 

2.科目名 ビジネス日本語Ⅱ (留) 3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 
日本語科目の卒業に必要な単位を満たした学⽣で、更なる日本語の向上を目指す学⽣向けの
科目です。特に日本国内、あるいは日系の企業に就職を希望する留学⽣について、ビジネス
シーンで必要とされる高度な日本語力を涵養することを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

日本で働くために必要なビジネスシーンに適したマナーや言葉遣い、文書の作成などを身に
つけること 

19.教科書・教材 授業時にプリントを配布します。 
20.参考文献 『ビジネス日本語②＜新入社員編＞』凡人社 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題：10％ 
ロールプレイ：20％ 
中間試験：30％ 
総括試験：30％ 

22.コメント 
日本語初級後半で学んだ尊敬語や謙譲語を知識としてだけでなく、応用できるようにロール
プレイなどを通して実践的に身につけていきます。日本で就職、あるいは日系企業への就職
を希望する留学⽣に役⽴つ内容です。 

23.オフィスアワー 月曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・ウォーミングアップアクティビティ 

【第１回】 
○予習として、教科書を読んでわからないと
ころをチェック（60 分） 

【第２回】 
【第２回】 
・ビジネス電話（受ける①）：教科書 pp.10-24 
・ロールプレイ 

【第２回】 
○復習（60 分） 

【第３回】 
【第３回】 
・ビジネス電話（受ける②）：教科書 pp.25-43 
・ロールプレイ 

【第３回】 
○復習（60 分） 

【第４回】 
【第４回】 
・ビジネス電話Ⅱ（受ける）：教科書 pp.45-73 
・ロールプレイ 

【第４回】 
○復習（60 分） 

【第５回】 
【第５回】 
・ビジネス電話Ⅲ（かける）：教科書 pp.75-107 
・ロールプレイ 

【第５回】 
○復習（60 分） 

【第６回】 
【第６回】 
・訪問のマナー①：教科書 pp.110-126 
・ロールプレイ 

【第６回】 
○復習（60 分） 



【第７回】 
【第７回】 
・訪問のマナー①：教科書 pp.127-149 
・ロールプレイ 

【第７回】 
○復習（60 分） 

【第８回】 
【第８回】 
中間試験 

【第８回】 
 

【第９回】 

【第９回】 
・中間試験の振り返り 
・訪問者を応接する①：教科書 pp.152-163 
・ロールプレイ 
 

【第９回】 
○復習（60 分） 

【第 10 回】 
【第 10 回】 
・訪問者を応接する②：教科書 pp.165-180 
・ロールプレイ 

【第 10 回】 
○復習（60 分） 

【第 11 回】 
【第 11 回】 
・社内コミュニケーション①（報告・連絡） 
・ロールプレイ 

【第 11 回】 
○復習（60 分） 

【第 12 回】 
【第 12 回】 
・社内コミュニケーション②（相談・会議） 
・ロールプレイ 

【第 12 回】 
○復習（60 分） 

【第 13 回】 
【第 13 回】 
・いろいろなビジネス文書 
・文書作成 

【第 13 回】 
○復習（60 分） 

【第 14 回】 【第 14 回】 
・学期の総まとめ 

【第 14 回】 
○復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 15 回】 
・総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL206-
Y01 

2.科目名 ビジネス日本語Ⅱ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 福井武司 

5.授業科目の区分 コモンベーシックス 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ２年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 留学⽣ 
また受講を許可されたもの 

17.授業の目的と概要 
日本語科目の卒業に必要な単位を満たした学⽣で、更なる日本語の向上を目指す学⽣向けの
科目です。特に日本国内、あるいは日系の企業に就職を希望する留学⽣について、ビジネス
シーンで必要とされる高度な日本語力を涵養することを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

日本で働くために必要なビジネスシーンに適したマナーや言葉遣い、文書の作成などを身に
つけること 

19.教科書・教材 授業時にプリントを配布します。 
20.参考文献 『ビジネス日本語②＜新入社員編＞』凡人社 

21.成績評価 

クラス活動：10％ 
課題：10％ 
ロールプレイ：20％ 
中間試験：30％ 
総括試験：30％ 

22.コメント 
日本語初級後半で学んだ尊敬語や謙譲語を知識としてだけでなく、応用できるようにロール
プレイなどを通して実践的に身につけていきます。日本で就職、あるいは日系企業への就職
を希望する留学⽣に役⽴つ内容です。 

23.オフィスアワー 授業外の時間、上記メールでも質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

【第１回】 
・オリエンテーション［主に授業の流れや成績評価に
ついての説明］ 
・ウォーミングアップアクティビティ 

【第１回】 
○予習として、教科書を読んでわからないと
ころをチェック（60 分） 

【第２回】 
【第２回】 
・ビジネス電話（受ける①）：教科書 pp.10-24 
・ロールプレイ 

【第２回】 
○復習（60 分） 

【第３回】 
【第３回】 
・ビジネス電話（受ける②）：教科書 pp.25-43 
・ロールプレイ 

【第３回】 
○復習（60 分） 

【第４回】 
【第４回】 
・ビジネス電話Ⅱ（受ける）：教科書 pp.45-73 
・ロールプレイ 

【第４回】 
○復習（60 分） 

【第５回】 
【第５回】 
・ビジネス電話Ⅲ（かける）：教科書 pp.75-107 
・ロールプレイ 

【第５回】 
○復習（60 分） 

【第６回】 
【第６回】 
・訪問のマナー①：教科書 pp.110-126 
・ロールプレイ 

【第６回】 
○復習（60 分） 



【第７回】 
【第７回】 
・訪問のマナー①：教科書 pp.127-149 
・ロールプレイ 

【第７回】 
○復習（60 分） 

【第８回】 
【第８回】 
中間試験 

【第８回】 
 

【第９回】 

【第９回】 
・中間試験の振り返り 
・訪問者を応接する①：教科書 pp.152-163 
・ロールプレイ 
 

【第９回】 
○復習（60 分） 

【第 10 回】 
【第 10 回】 
・訪問者を応接する②：教科書 pp.165-180 
・ロールプレイ 

【第 10 回】 
○復習（60 分） 

【第 11 回】 
【第 11 回】 
・社内コミュニケーション①（報告・連絡） 
・ロールプレイ 

【第 11 回】 
○復習（60 分） 

【第 12 回】 
【第 12 回】 
・社内コミュニケーション②（相談・会議） 
・ロールプレイ 

【第 12 回】 
○復習（60 分） 

【第 13 回】 
【第 13 回】 
・いろいろなビジネス文書 
・文書作成 

【第 13 回】 
○復習（60 分） 

【第 14 回】 【第 14 回】 
・学期の総まとめ 

【第 14 回】 
○復習（60 分） 

【第 15 回】 
【第 15 回】 
・総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL209-
Y01 

2.科目名 資格日本語Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 松本亮 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国コミ学部観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 留学⽣のみ履修できます。 

17.授業の目的と概要 

この授業では、日本語能力試験 N2(後半に少し N1 も)の問題を解きながら、試験に合格する
ための知識を身につけます。日本語能力試験の勉強は、資格のためのみならず、高度な日本
語運用の基礎であり、特に大学の日本語レベル、日本での就職の場では必須の基本的知識に
もなります。進め方は、文法や語彙・漢字を確認したあと、その知識を利用した読解の勉強
により力を入れて練習をします。ときどきは聴解も時間をとって練習を行います。 
さらに、日本での就職の際に有利な BJT ビジネス日本語能力テストについての知識を深め、
次の目標として準備 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の、4．異なる価値観を理解し、自分の
考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
① 日本語能力試験 N２に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題に答えること
ができる。 
② 短い文章を読み、語や文のつながりを理解することができる。 
③ ⻑文を読んで、内容の要点を理解することができる。 
④ 発話や会話の中の重要な部分を意識して聞き取りができ。 

19.教科書・教材 
田代ひとみ他著『新完全マスター読解 日本語能力試験 N2』スリーエーネットワーク
（2011） 

20.参考文献 

国書日本語学校『日本語能力試験 20 日で合格 N２ 文字・語彙・文法（改訂版）』国書刊行
会（2012） 
氏原庸子ほか著『日本語能力試験 N２必修パターン聴解』J リサーチ出版（2017） 
図書館等にある過去問題集と各種問題集 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・教科書に基づいた毎回の小テスト（授業内で実施） ・・・50 点 （学習目標①〜④に
対応）   
・第 15 回 到達度チェック「まとめテスト」…50 点（学習目標①〜④に対応、最低 30 点
以上） 

22.コメント N１に合格できる力をつけるためにがんばりたい人のための授業です。ですから、教科書を
買わない人や、授業中の態度が悪い人は、学期の途中でも受講を断ることがあります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーションと自己紹介。 
漢字・語彙・文法トレーニング 第 1 日目 
読解トレーニング：教科書第１部 導入＋［対比］ 
 

予習：これまでの日本語学習を振り返ってお
く。教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 2 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第２日目 
読解トレーニング：教科書第１部 導入＋［言い換
え］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 



第 3 回 漢字・語彙・文法トレーニング 第３日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［比喩］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 4 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第４日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［疑問提示文］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 5 回 漢字・語彙・文法トレーニング 第５日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［主張表現］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 6 回 
漢字・語彙・文法トレーニング 第６日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［指示語を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 7 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第７日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［だれ・何が・何
を］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 8 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第８日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［下線部を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 9 回 漢字・語彙・文法トレーニング  第９日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［理由を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 10 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1０日目 
読解トレーニング：教科書第１部 ［例を問う］ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 11 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1１日目 
読解トレーニング：教科書第２部 導入＋広告・お知
らせ 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 12 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第１２日目 
読解トレーニング：教科書第２部 説明書き・表・リ
スト 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 13 回 漢字・語彙・文法トレーニング  第１３日目 
読解トレーニング：教科書第３部実践問題（１） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。
残った問題を解いてくる。 

第 14 回 
漢字・語彙・文法トレーニング  第 1４日目 
読解トレーニング：教科書第３部実践問題（２） 

予習：N2 の漢字・文法リストをチェック
し、教科書の導入解説を読んでくる。 
復習：間違えた漢字・語彙・文法を覚える。



残った問題を解いてくる。 

第 15 回 総括試験とふりかえり（まとめ） 
予習：試験準備 
復習：N2 レベルの日本語を総まとめしてお
くこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JAL211-
Y01 

2.科目名 観光日本語Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 展開科目（留学⽣） 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 履修上限人数あり（GPA によって選抜） 

17.授業の目的と概要 
・観光学で用いる用語について理解し、観光関連の文献を読めるようになる 
・観光の場面における実践的な日本語力を身につける 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3（多様性理解）と DP5（コミュニケーションスキル）と関連して
います。 
①観光用語を理解し、説明できる 
②日本文化、日本の観光資源について理解し、日本語で説明できる 
③自国の観光資源について日本語で説明できる 
④実践的なリスニング力とスピーキング力を身につける 
 

19.教科書・教材 授業中に指示します 
20.参考文献 授業中に指示します 

21.成績評価 
・小テスト 40 点 
・作文・スピーチ 30 点 
・期末テスト 30 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法について）  

【第 2 回】 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 3 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 4 回】 
・小テスト 
・読解資料に関連する作文 
・聴解またはスピーキング 

復習 
作文の完成 

【第 5 回】 
・作文の修正 
・聴解またはスピーキング 
・読解 

スピーチの準備 

【第 6 回】 
・スピーチ 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 7 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 



【第 8 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 9 回】 
・小テスト 
・読解資料に関連する作文 
・聴解またはスピーキング 

復習 
作文の完成 

【第 10 回】 
・作文の修正 
・聴解またはスピーキング 
・読解 

スピーチの準備 

【第 11 回】 
・スピーチ 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 12 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 13 回】 
・小テスト 
・読解 
・聴解またはスピーキング 

復習 
小テストの準備 

【第 14 回】 
・小テスト 
・期末テストに関する模擬試験 ・期末テストの準備 

【第 15 回】 ・期末テスト 
・まとめ 

テストの復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPE101-
Y01 

2.科目名 日本語の構造Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 

日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 
展開科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、普段ほとんど意識した事のないであろう日本語のシステムを、様々な観点から
捉え直すこ とによって、日本語(ひいては言語そのもの)に対する知識を深め、また柔軟で論
理的な思考を養うこと を目的とする。特に、日本語が話せない外国人の視点から見た日本
語とはどのようなものなのか、つまり 「外国語としての日本語」の特徴を掴えていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（1）自律的で主体的な態度（自律性） 
自ら主体的に計画を⽴てて実行し、 ふりかえりを行いながら取り組むことができる。 
（レベル３） 
（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
自分とは考え方や価値観の異なる人たちを尊重し、地域、人種、宗教など様々な多様性を受
け容れながら行動できる。 
（レベル２） 
 

19.教科書・教材 特になし(適宜レジュメを配布する) 

20.参考文献 

『よくわかる言語学 (日本語教師・分野別マスターシリーズ)』 定延利之 著 アルク 
『初級を教える人のための日本語文法ハンドブック』 庵功雄 他 著 スリーエーネットワー
ク 
『中上級を教える人のための日本語文法ハンドブック』 庵功雄 他 著 スリーエーネットワ
ーク 

21.成績評価 

小課題・グループワーク等 30%   
中間テスト 30% 
総括試験 40%  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 金曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】  
「外国語としての日本語」について授業の進め方につ
いてのオリエンテー ションの後、学習者が日本語を
学ぶ際にどのような困難に直面するのか 、またそれ
を⺟語話者である我々が訂正するにはどうすれば良い
か、といったことを考え、「外国語としての日本語」
という視点を手に入れる。 

 

第 2 回 
【文法とは(国語と日本語教育)】   
そもそも「文法」とは何か、という基本的な問いか
ら、「国語教育におい ての文法」と「日本語教育にお

◯ 英語(他の外国語でもよい) を学んだ時に
特に困難を感じ た項目をまとめる(40 分〜6 
0 分) 



いての文法」の違いを学び、どのような規 則体系で
あれば、学習者に日本語を理解、定着させる事ができ
るかを考 える。 

課題シート(授業中に配布) 

第 3 回 

【品詞、カテゴリー】  
  言語の基本単位である単語の分類の仕方、日本語の
基本的な品詞を学 ぶ。そして、これらの「品詞分
類」すなわち「カテゴリー」が以下に不完全な もの
で、また段階性のある曖昧なものであるかを学ぶ。 

◯課題シート」（動詞のカテゴリーについ
て） (60 分) 
 

第 4 回 

【動詞・事態の描き方】  
言語の最も核となるのは述語であるが、その核となる
動詞につ いて、その活用、活用の種類などを学ぶ。 
 

 

第 5 回 
【名詞・形容詞・副詞】  
もの・ことの記述、およびそれを⾊付ける名詞・形容
詞などについて学ぶ。 

動詞、名詞、形容詞の性質に ついてまとめ
る(45 分〜6 0 分) 
 

第 6 回 

【助詞(1)】  
動詞、名詞、形容詞などの基本的要素を関係づける
「助詞」について学ぶ。 特に言語において非常に重
要な「格」の概念を知る。 
 

 

第 7 回 

【助詞(2)】  
前回に続き、「助詞」をとりあげるが、7 回は、特に
日本語のモダリティを 表す「終助詞」(特に「ね」
「よ」に焦点をあてる)について考える。 
 

○これまでの復習 中間テストにむけての準
備（120 分） 
「文・談話レベル」の文法に進む前の「語」
レベルの文法の理解確認 

第 8 回 

【直示表現について (こそあど/やりもらい/敬語な
ど)】  
日本語は、「ウチ/ソト」の概念(情報のなわばり)に非
常に敏感な言語だと 言われるが、その視点の基本と
なるのが「今/ここ/私」である。これら を規準に
「〜ていく」のか「〜てくる」のか、「〜てあげる」
のか「〜てもらう」 のかといった使用法が決まる。
第 8 回はこれらの「直示表現」について学 ぶ。 
中間テスト 

 

第 9 回 

【ヴォイス(態)について】   
出来事をどの視点から眺めて表現するか、すなわち、
「態」について学 ぶ。具体的には、自動詞/他動詞の
別、能動/受け身/使役/使役受け身 などの構文の別に
ついてその体系性を学ぶ。 

◯配布シート課題(ヴォイスの 関わる現象に
ついて) 
課題シート(授業中に配布) 

第 10 回 
【テンス/アスペクトについて】  
出来事の時間に関する情報を表す表現、テンス、アス
ペクトについて、そ の体系性を学ぶ。 

◯課題シート(相対テンスと絶対テンスにつ
いて)60 分 
 

第 11 回 

【埋め込み文 (名詞修飾 名詞節)】   
文の中に名詞節が埋め込まれている埋め込み文につい
て学ぶ(特に名詞修飾節、また「の」「こと」によって
構成される内容節に焦点をあてる)。 

 

第 12 回 【複文 (理由・条件・逆接)】    



埋め込み文とは異なり、文と文が独⽴度を保ったまま
結びついている 複文について学ぶ。 
 

第 13 回 

【主語と主題/新情報と旧情報】 
  学習者にとって最も習得の難しい文法項目の一つで
ある「は」と「が」の 違いについて考える。そこか
ら文章における情報の提示のあり方などに ついても
考察する。 
 

総括試験準備（120 分） 

第 14 回 

【総括試験】   
これまで学んだ日本語の文法体系から、日本語という
言語の本質を考 える。また、こうした日本語を如何
に教えるか、ということについても考 える。 

試験結果を受けての復習 
 

第 15 回 【総括・総括試験解説】  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPE103-
Y01 

2.科目名 言語学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百濟正和 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

英語の読解力は必要であるが、グループワ
ークや教室でのサポートも多く与えるの
で、興味があるのであれば履修可能である
はず。事前相談もメールで受け付ける。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、及び演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

言語学概論では、言語知識とは何か、そしてその言語知識の習得とは何かについて基本的な
考え方を理解することを目的とする。その基本的な考え方を理解できるようになるために、
言語学に関する専門用語を理解し、専門用語を使いながら、言語学、そして応用言語学につ
いて考えることができることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（３）多様性理解、
（４）問題発見、解決、（６）専門的知識、技能の活用力に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①最新の言語学・応用言語学の基本的な考え方を説明できるようになる。 
②社会文化理論に基づいて「言語」とは何かについて説明できるようになる。 
③言語習得に関する基本的な考え方を説明できる。 
④言語習得に関する基本的な考え方をもとに、自らの言語学習について振り返り、言語学習
を実践することができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜必要に応じて関連論文を利用することとする。 

20.参考文献 

Essentials of SLA for L2 Teachers, Joan Kelly Hall 
How Languages are Learned 4th edition, Patsy M. Lightbown and Nina Spada  
Introducing Multimodality, Carey Jewitt, Jeff Bezemer and Kay O'Halloran ) 
Teaching and Researching language and culture, Joan Kel 

21.成績評価 

グループプレゼンテーション (week 12 and 13) 40％ 学習目標の①、②、④に対応 
中間レポートクラスワークとして随時提出） （20％）学習目標の①、③に対応 
試験 40% （Week 14 に実施予定）学習目標の①、②、③、④に対応 
 

22.コメント 日本語で講義を行い、学⽣は英語でまとめた内容をグループプレゼンテーションを行う。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
1. Introduction: A transdisciplinary Framework of 
SLA 
Overview 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 2 回 A Transdisciplinary Framework of SLA 
Multifaceted Nature of SLA 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 3 回 
Themes Deriving from the Transdisciplinary 
Framework of SLA 
Summary 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 4 回 
2. L2 Knowledge is Complex and Dynamic 
Overview 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 



第 5 回 
What is Language? 
From Linguistics Competence to Multi-Competence 

授業内容の復習と次回内容 について考える
ための課題(適 宜課題を与える) 

第 6 回 
Terms for New Understandings of Language 
Knowledged 
Summary 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 7 回 
3. L2 Knowledge is a Repertoire of Diverse Semiotic 
Resources 
Overview 

授業内容の復習と次回内容 について考える
ための課題(適 宜課題を与える) 

第 8 回 
What are Semiotic Resources? 
Communicative Repertoires 
 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 9 回 
Super-Diverse Communicative Repertoires 
Summary 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 10 回 
4. L2 Learning is Situated and Attentionally and 
Socially Gated 
Overview 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 11 回 
Learning is Situated 
Differences between L1 and L2 Learning 
Summary 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 12 回 

Presentation 
5. L2 Learning is Mediated and Embodied 
6. L2 Learning is Mediated by Learners' Social 
Identities 
 

○授業内容の復習と次回内容 について考え
るための課題(適 宜課題を与える) 

第 13 回 

Presentation 
7. L2 Learning is Mediated by Motivation, 
Investment and Agency 
8. L2 Learning is Mediated by Literacy and 
Instructional Practices 
 

○総括試験にむけた全体の復 習(90 分〜180
分) 

第 14 回 試験  
第 15 回 試験解説と授業の総括  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPE201-
Y01 

2.科目名 日本語教育事情 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分 

日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 
展開科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では以下の項目を学ぶ。 ■日本語がどのように教えられているのか、あるいは教え
られてきたのか、日本語教育の現在の状況と 歴史について学ぶ。 ■現在の日本にいる留学
⽣や外国人労働者がどのような状況にあるのか、その実情と彼らが(ひいては 日本が)抱える
課題について学ぶ。 ■上記と関連して、そもそも、どのようにして日本語が今のような形
になったのか、その成り⽴ちや日本 語位置づけなどについても学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
自分とは考え方や価値観の異なる人たちを尊重し、地域、人種、宗教など様々な多様性を受
け容れながら行動できる。 
（レベル２） 
（4）問題発見・解決力 
様々な社会的・文化的な現象について科学的な視点から理解し、根拠にもとづいた解決のた
めの提案ができる。 
（レベル２） 

19.教科書・教材 特になし(適宜レジュメを配布する) 

20.参考文献 

『日本語教育能力検定試験に合格するための世界と日本』16  岡田英夫 著 
 『日本語教育の過去・現在・未来 』 第一巻(社会) 水谷修 監修 凡人社 
『日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド』 第 2 版 翔泳社  
『歴史と文字表記』 石村卓雄 著 ヒューマンアカデミー 文化庁 日本語教育実態調査 
http://www.bunka.go.jp/kokugo̲nihongo/jittaichousa/index.html 

21.成績評価 

小課題・グループワーク等 30%   
中間テスト 30% 
総括試験 40%  
 

22.コメント 資料等は Web class 等で、pdf、word 形式で配布します。 
必ず PC を持参すること。 

23.オフィスアワー 金曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション/日本語教育の現状】 
世界の中の「日本語」の位置付け、また国内外の日本
語の学習者数とその推移、彼らがなぜ日本語を学ぶの
か、等について考える。  
 

 

第 2 回 
【日本語学習者・国内の外国人について】   
日本にいる外国人の状況、彼らが抱える問題、日本在
住の外国人の様々な在留資格や彼らの歴史的背景等に

◎ 訪日外国人・日本語学習者を増加させる
方略、また増加に伴う課題について考え る
ワーク(120 分) 



ついて理解する。 

第 3 回 
【日本在住の学国人】  
日本在住の外国人の抱える様々な問題について学ぶ。 

○在留資格、これからの外国 人受け入れに
ついて日本がめ ざす方向を考える。 ○中間
テストにむけての復習(180 分) 

第 4 回 

【言語に関わる政策等】 
日本在住の外国人の抱える様々な問題とその対策、ま
た各国の言語政策などについて学ぶ。 
 

 

第 5 回 

【日本語教育機関/日本語試験/外国語試験について】  
日本語教育を担っている機関、それらが行う試験など
について学ぶ。 また日本語以外の言語についても同
様の観点から学び、外国語の能力と それに関わる施
策についても学ぶ。 
 

 

第 6 回 
【日本語教育史 1】 
台湾における日本語教育  
 

 

第 7 回 
【日本語教育史 2】 
朝鮮半島・満州国・南洋諸島における日本語教育  
日本語教育史のまとめ 

◯日本語教育史についてのまとめの小テスト
にむけての復習、整理(120 分) 

第 8 回 

【日本語のあり方に対する考え方とその歴史】  日本
語のあり方に関しては、現在も様々な考え方がある
が、歴史的にも 多くの議論があった。その中でも特
に国語国字問題、言文一致という国 語改革運動をと
りあげ、そこからこれからの日本語のあるべき姿につ
い て考える。 
中間テスト 
 

◎日本のとってきた国語改革 について考え
るワーク(180 分 ) 

第 9 回 

【現在の仮名遣い/常用漢字表など(現在の国語政策に
ついて)】  
文字の歴史 1(平仮名、片仮名の歴史、仮名遣いにつ
いて) 
文字の歴史 2(漢字の歴史、常用漢字表 送り仮名の規
則などについて) 
  仮名や漢字の成り⽴ちやその変遷について学ぶ。ま
た現代仮名遣いやロ ーマ字表記の決まり、常用漢字
表等の意味やその存在意義などについて も考える。 

 
 

第 10 回 

【日本語の音韻体系と教授法】 
日本語の音韻体系が現在の 50 音図に示される様な体
系に至るまでの過 程について学ぶ。またその過程で
他の言語との音のシステムの差や、日本語学習者が学
ぶ際に困難を感じる点などについても考える。 

日本語の音の体系に関わる課題（60 分） 

第 11 回 

【日本語学史(文法学史)1】  
これまでに学んだ日本語の歴史的変化を先人達がいか
にして明らかにし ていったのか、日本語学、国語学
の歴史を学ぶ(1)。 

 

第 12 回 【日本語学史(文法学史)2】   



これまでに学んだ日本語の歴史的変化を先人達がいか
にして明らかにし ていったのか、日本語学、国語学
の歴史を学ぶ(2)。 
 

第 13 回 

【まとめと展望：議論】 
現在の日本語教育の現状、在日外国人の現状、そして
日本語が経て来た歴史的変化と日本語に対する我々の
意識、といったこれまでに学んだ 知見から、今後の
日本語教育がどのようにあるべきか、ひいては外国語
教育がどのような形をとるべきか、などについて考え
る。 

◯総括試験に向けた復習(180 分〜240 分) 

第 14 回 総括試験 総括試験結果を受けての復習 
第 15 回 【これまでの総括と総括試験解説】  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPE303-
Y01 

2.科目名 日本語教授法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 
日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 日本語教師養成 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この授業では、外国語として日本語を教えるための基礎知識について学びます。 
日本語の特徴を理解しながら、教案の組み⽴て方、授業の流れ、教材分析を通して、ことば
を効果的に教える方法を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１） 外国語としての日本語基礎知識が日本語教育で使えるようになる。 
２） 日本語を教えるための授業運営ができる。 
３） 日本語教授の実践力を持つことができる。 
（学科の教育目標） 
教室内外で学習した知識と実習などの経験を結び付けて振り返り、定められた形式でまとめ
ることができる。 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献  

21.成績評価 

宿題 20％  
インクラス・アクティビティ― 20 ％ 
ティーチング 20％ 
最終レポート 40％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 越山：⽕曜日４時間目（研究室）、⽕曜日３時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

・ガイダンス:（授業の内容、評価基準について説
明） 
・日本語ウォームアップアクティビティ― 
・外国語としての日本語とは？日本語教師に求められ
る資質は？ 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 

第２回 
日本語基礎知識① 
・日本語の基礎知識について学ぶ。 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第３回 
日本語基礎知知識② 
・日本語の基礎知識について学ぶ。 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第４回 
日本語基礎知識③ 
・日本語の基礎知識について学ぶ。 

〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第５回 
カリキュラムと全体の流れ 
・何をどう教えるか。 
・コースデザインとシラバスデザインについて知る。 

〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第６回 
教材の種類と選択 
・さまざまな教材についてその特徴と使い方を学ぶ。 

〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇問題に答える。（60 分） 
〇教材分析（360 分） 

第７回 ティーチングの実例 〇授業の復習とノートの整理（60 分） 



・実際の日本語教育の現場のビデオを鑑賞し、モデル
授業から効果的な教え方について考える。 

〇問題に答える。（60 分） 
★レッスンプランの作成（360 分） 

第８回 
日本語の文字指導 
・日本語で使われる文字の指導方法について学ぶ。 

〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第９回 
初級クラスの指導 
・日本語学習の初級者を教えるための方法や活動につ
いて学ぶ。 

〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

第１０回 
中・上級クラスの指導 
・読解力を向上させる指導方法について学ぶ。 

〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇問題に答える。（60 分） 

伊１１回 

コミュニケーションの指導 
・コミュニケーション力を向上させる指導方法につい
て学ぶ。 
授業の進め方と教案の作成 
・授業の進め方とレッスンプラン 

〇授業の復習とノートの整理（120 分） 
★レッスンプランの変更・修正（360 分） 

第１２回 

ティーチング・デモンストレーションの準備 
・来るティーチングに備えて、ティーチング・プラン
を修正し、教材を選択してデモンストレーションに備
える。 

〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇最終レポートの整備（180 分） 
〇ティーチング・デモンストレーションの準
備（360 分） 

第１３回 ティーチング・デモンストレーション 
〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇最終レポートの整備（180 分） 

第１４回 ティーチング・デモンストレーション 〇授業の復習とノートの整理（60 分） 
〇最終レポートの整備（180 分） 

第１５回 まとめ、、最終レポート提出 最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN108-
Y01 

2.科目名 日本の文化 （6 月 8 日〜7 月 27 日） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義（人数によっては演習方式も取り入れ
る） 

16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

本授業の目的と概要 
・和食がユネスコ無形文化世界遺産となり、伝統建築や着物、茶道、アニメや映画など、日
本のあらゆる文化は「クール・ジャパン」と総称され今世紀に入りさらに注目度を増してお
り、2010 年には経済産業省に「クール・ジャパン室」が設けられてもいる。海外の人々を
魅了するこうした文化を維持し継承していくためにも、まずは各々についてその歴史的背景
とともにしっかりと理解しておく必要がある。 
 それは日本人にとっては自分をより深く知り、また他国の人々にとっても日本をより深く
知る作業にほかならず、真の国際人と 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）のうちとくに下記に関連し
ています。 
・自律的で主体的な態度（自律性） 
・多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
・問題発見･解決力 
本授業の学習目標＝以下を説明できるようになること。 
?日本の文化を担う「日本人」 
?日本の文化（全般的な）の特⾊ 
?日本の歴史の概略 
?アジアの中の日本の位置づけと関係性、そして将来的な展望 
 

19.教科書・教材 特定の教科書は使わない。WebClass 上の授業資料の確認・復習を怠らないこと。 

20.参考文献 

石毛直道（2015）『日本の食文化史――旧石器時代から現代まで』岩波書店 
トーマス、ロックリー（2019）『英語で読む 外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史』
東京書籍 
森田正康、カン・アンドリュー・ハシモト（2018）『外国人から日本についてよく聞かれる
質問 200』クロスメディア・ランゲージ 
山本 素子 （2019）『日本文化 ビジュアル解体新書』SB クリエイティブ  
   など 
 

21.成績評価 

課題の提出：30％（上記学習目標?〜?） 
中間試験：30％（学習目標?〜?） 
期末試験：40％（上記学習目標?〜?） 
 

22.コメント 
・最重要事項＝やる気、本気、根気、好奇心と情熱。 
・自分自身で調べ、考えること。 
 

23.オフィスアワー 春学期  



個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜昼休み 
秋学期   
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション：文化とは？ 日本人とは？ WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 2 回】 世界とアジアの中での日本の位置づけ：地理・歴史 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 3 回】 歴史的背景（1）：先史〜古代 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 4 回】 歴史的背景（2）：中世〜近世 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 5 回】 歴史的背景（3）：近世〜現代 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 6 回】 宗教：神道と仏教 
今日の人類の 99.999%を支える歴史的分岐
点。 

【第 7 回】 衣食住 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 8 回】 中間試験 前半の振返り 
【第 9 回】 和食 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 10 回】 茶道、華道 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 11 回】 武士道 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 12 回】 ポップカルチャー：マンガ、アニメ、コスプレ、ゲー
ム、ライトノベル、アイドル... 

WebClass 上の授業資料の確認・復習。 

【第 13 回】 工業製品：車、バイク、電気製品… WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 14 回】 国策としてのクール・ジャパンと観光促進 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 15 回】 総括試験 総括 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN203-
Y01 

2.科目名 日本社会研究Ⅱ （2018 年度以前⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義やディスカッションなどを中心に行う
授業です。映像資料も適時使用します。ま
た、プレゼンテーションも行います。 
This class will proceed by lectures and 
discussions. Visual materials such as 
movies will be used occasionally. There 
will be a presentation by students as 
well. 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業は、日本のポピュラーカルチャー（現代文化）について学ぶ授業です。アニメや漫
画やゲームや音楽やスポーツなど、日本のポピュラーカルチャーをいろいろと取りあげて比
較し、その歴史について学ぶとともに、ポピュラーカルチャーを通して日本社会についての
理解を深めることを目的とします。授業では、アニメ作品も鑑賞する予定です。 
This is a survey course, introducing the range of Japanese popular culture such as 
animation, 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

異なる文化や言語、自分と異なった考え方や行動する人たちがいる多様な社会を理解し大切
に考え、国際的な視点や環境保護の視点から世界市⺠として行動することができる 
よりよい問題解決のために、偏った判断をしない公正さを保ち、その時・その場の状況に応
じて、判断したり、アプローチの仕方を変えたりしながら、道筋を⽴てて論理的に考えるこ
とができる 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 
 

19.教科書・教材 Some reference materials will be distributed in class 
20.参考文献  

21.成績評価 Assignments（授業内の課題）30%, Final Report（期末レポート）30%, Presentation（プ
レゼンテーション）20%, Participation（平常点：リアクションペーパー）20% 

22.コメント 

この授業では、日本の様々なポピュラーカルチャー（現代文化）を多様な観点から捉えてい
きます。日本の歴史や政治や伝統文化について学ぶ授業は多々ありますが、こうしたポピュ
ラーカルチャー（現代文化）について学ぶ授業はそれほど多くありません。しかし、ポピュ
ラーカルチャー（現代文化）も日本文化の重要な一部です。それについて理解を深めること
は、日本社会について理解を深めることにもつながってきます。また、日本文化を外国人に
紹介する時にも、こうしたポピュラーカルチャー（現代文化）についての知識は重要です。 
もしアニメや漫画やゲームや音楽やスポーツなどを含むポピュラーカルチャーに興味があっ
たら、この授業を楽しめると思います。ぜひ気軽に見学にきてください。 
In this class, you will learn about Japanese popular culture from various angles. If you are 
interested in Japanese popular culture including manga, animation, music, sport, and 
game, I am sure you will enjoy this class. Looking forward to seeing you in class! 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 Course Introduction（授業の紹介）  

第 2 回 
Introduction of Japanese popular culture: overview
（日本のポピュラーカルチャーについての概要の紹
介） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 3 回 about manga culture (漫画文化について) 
○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 4 回 
about convenience store and part-time job (コンビ
ニ文化について、および、アルバイトについて) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 5 回 about cell phone and internet (携帯文化について、
および、ネットについて) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 6 回 about animation culture (アニメ文化について) 
○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 7 回 
movie appreciation and discussion (日本のポピュラ
ーカルチャーに関する映画鑑賞とディスカッション) 

 

第 8 回 
movie appreciation and discussion (日本のポピュラ
ーカルチャーに関する映画鑑賞とディスカッション)  

第 9 回 about sport (スポーツについて) ○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第１0 回 about music and movie (音楽と映画について) ○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第１１回 about music and movie (音楽と映画について) 
○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第１２回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１３回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１４回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１５回 Course conclusion（まとめ）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN205-
Y01 

2.科目名 アジア研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年⽣〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業は、中国、台湾、⾹港、韓国などの東アジアやカンボジア、ベトナム、タイ、マレー
シア、インドネシアなどの東南アジアの国や地域について紹介する授業です。日本と関係の
深いこうしたアジア諸国について理解を深めるとともに、将来こういう国や地域に行った
り、これらの国や地域の人たちと接したりする時に必要となる予備知識をつけることを目的
としています。In this course, students will learn about Asian countries such as China, 
Korea, Taiwa 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●授業内容に対して、新たな興味や関心をもつことができる 
●自分の持つ価値観とは異なる価値観を持つ人がいるということを理解できる 
●自分の考え方や行動の仕方について振り返ることができる   
Can develop interest in other cultures through the course work. 
Can understand and respect cultural differences between these Asian countries and 
Japan. 
Can reflect upon one's thought and action.  
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 
 

19.教科書・教材 
 
授業時に適宜配布します 

20.参考文献 授業時に適宜配布します 

21.成績評価 

①授業内タスク（ミニテスト＆課題など）２0％、②プレゼンテーション 30％、③リアクシ
ョンペーパー（授業内容のまとめを書いて授業後に毎週提出するもの）20％、④期末レポー
ト 30％ 
Course evaluation will be based on 1. assignments (20%), 2. presentation (30%), 3. 
reaction paper (２0%), and 4. final report (30%)  
 

22.コメント 

アジアの隣国の人たちは、日本のことをよく知っているのに、日本の多くの学⽣は、彼ら・
彼女らのことを十分によく知りません。この授業では、グローバルリサーチでも関わりの深
いアジア諸国について、基本的なことを幅広く学びます。グローバル思考を持つにしても、
まずは隣国のアジア諸国の事情に詳しくなる必要があります。ぜひアジアに対する理解を深
めましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
授業の紹介、講師の紹介など 
Course Introduction  

 中国についての紹介（中国の歴史、文化、政治、社 授業で取り上げたキーワードを各自で復習す



会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します。 
Lecture on China (history, culture, politics etc.) 

る。（１２０分） 

 

⾹港についての紹介（⾹港の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 
Lecture on Hong Kong (history, politics, and 
culture) 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 

台湾についての紹介（台湾と⾹港の歴史、文化、政
治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報などにつ
いて映像資料を用いて紹介します） 
Lecture on Taiwan (history, politics, and culture) 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 

韓国についての紹介（韓国の歴史、文化、政治、社
会、食文化、観光地、映画や芸能情報などについて映
像資料を用いて紹介します） 
Lecture on Korea (history, politics, and culture) 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 
韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション  
Appreciation of Korean movie and discussion. 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 
韓国映画の鑑賞、および、内容のディスカッション  
Appreciation of Korean movie and discussion. 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 

カンボジアとフィリピンについての紹介（韓国の歴
史、文化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能
情報などについて映像資料を用いて紹介します） 
Lecture on Cambodia and Philippines  (history, 
politics, and culture) 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 

ベトナム、タイについての紹介（韓国の歴史、文化、
政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能情報などに
ついて映像資料を用いて紹介します） 
Lecture on Vietnam and Thailand  (history, politics, 
and culture) 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 

マレーシア、インドネシアについての紹介（韓国の歴
史、文化、政治、社会、食文化、観光地、映画や芸能
情報などについて映像資料を用いて紹介します） 
Lecture on Malaysia and Indonesia  (history, 
politics, and culture) 

授業で取り上げたキーワードを各自で復習す
る。（１２０分） 

 

受講⽣によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
Presentation on a country in Asia of students' 
choice. 

 

 

受講⽣によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
Presentation on a country in Asia of students' 
choice. 

 

 

受講⽣によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
Presentation on a country in Asia of students' 
choice. 

 



 

受講⽣によるプレゼンテーション（自分が選んだ国や
地域の特定テーマに関する発表） 
Presentation on a country in Asia of students' 
choice. 

 

 授業のまとめと復習   
Course Conclusion 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN206-
Y01 

2.科目名 日本のポップカルチャー 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義やディスカッションなどを中心に行う
授業です。映像資料も適時使用します。ま
た、プレゼンテーションも行います。 
This class will proceed by lectures and 
discussions. Visual materials such as 
movies will be used occasionally. There 
will be a presentation by students as 
well. 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業は、日本のポピュラーカルチャー（現代文化）について学ぶ授業です。アニメや漫
画やゲームや音楽やスポーツなど、日本のポピュラーカルチャーをいろいろと取りあげて比
較し、その歴史について学ぶとともに、ポピュラーカルチャーを通して日本社会についての
理解を深めることを目的とします。授業では、アニメ作品も鑑賞する予定です。 
This is a survey course, introducing the range of Japanese popular culture such as 
animation, 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

異なる文化や言語、自分と異なった考え方や行動する人たちがいる多様な社会を理解し大切
に考え、国際的な視点や環境保護の視点から世界市⺠として行動することができる 
よりよい問題解決のために、偏った判断をしない公正さを保ち、その時・その場の状況に応
じて、判断したり、アプローチの仕方を変えたりしながら、道筋を⽴てて論理的に考えるこ
とができる 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
(4)問題発見・解決力 

19.教科書・教材 Some reference materials will be distributed in class 
20.参考文献  

21.成績評価 Assignments（授業内の課題）30%, Final Report（期末レポート）30%, Presentation（プ
レゼンテーション）20%, Participation（平常点：リアクションペーパー）20% 

22.コメント 

この授業では、日本の様々なポピュラーカルチャー（現代文化）を多様な観点から捉えてい
きます。日本の歴史や政治や伝統文化について学ぶ授業は多々ありますが、こうしたポピュ
ラーカルチャー（現代文化）について学ぶ授業はそれほど多くありません。しかし、ポピュ
ラーカルチャー（現代文化）も日本文化の重要な一部です。それについて理解を深めること
は、日本社会について理解を深めることにもつながってきます。また、日本文化を外国人に
紹介する時にも、こうしたポピュラーカルチャー（現代文化）についての知識は重要です。 
もしアニメや漫画やゲームや音楽やスポーツなどを含むポピュラーカルチャーに興味があっ
たら、この授業を楽しめると思います。ぜひ気軽に見学にきてください。 
In this class, you will learn about Japanese popular culture from various angles. If you are 
interested in Japanese popular culture including manga, animation, music, sport, and 
game, I am sure you will enjoy this class. Looking forward to seeing you in class! 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 Course Introduction（授業の紹介）  

第 2 回 
Introduction of Japanese popular culture: overview
（日本のポピュラーカルチャーについての概要の紹
介） 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 3 回 about manga culture (漫画文化について) 
○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 4 回 
about convenience store and part-time job (コンビ
ニ文化について、および、アルバイトについて) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 5 回 about cell phone and internet (携帯文化について、
および、ネットについて) 

○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 6 回 about animation culture (アニメ文化について) 
○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第 7 回 
movie appreciation and discussion (日本のポピュラ
ーカルチャーに関する映画鑑賞とディスカッション) 

 

第 8 回 
movie appreciation and discussion (日本のポピュラ
ーカルチャーに関する映画鑑賞とディスカッション)  

第 9 回 about sport (スポーツについて) ○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第１0 回 about music and movie (音楽と映画について) ○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第１１回 about music and movie (音楽と映画について) 
○授業で取り上げたキーワードを各自で復習
する。 (60 minutes) 

第１２回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１３回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１４回 Presentation（プレゼンテーション）  
第１５回 Course conclusion（まとめ）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN207-
Y01 

2.科目名 日本文学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Richard Leckie 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course will provide an overview of trends in modern and contemporary Japanese 
literary expression and help students become familiar with literary works published from 
the early Meiji period to the present day, as well as works published in English tr 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. Improve knowledge of modern and contemporary Japanese literature. 
2. Read works from a variety of eras and literary movements. 
3. Select what they want to read for homework. 
4. Develop other skills such as speaking and writing. 
5. Work both individually and cooperatively in pairs and groups. 
6. Keep a weekly reading journal. 

19.教科書・教材 Course materials provided by teacher 
20.参考文献 None 

21.成績評価 

Reading journal    30% 
Written assignment   20% 
Quizzes                    10% 
Class participation   30% 
English only            10% 

22.コメント Bring your laptop to all class meetings 
23.オフィスアワー Speak to the instructor before or after class, or contact by email 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Week 1 
(4/11) 

Explanation of Course, Overview of Pre-Modern 
Literature 

Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 4/20, 4hrs/week) 

Week 2 
(4/18) 

From Pre-Modern to Modern: Transitional Authors 
Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 4/27, 4hrs/week) 

Week 3 
(4/25) Naturalism (shizenshugi) and Anti-Naturalism 

Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 5/11, 4hrs/week) 

Week 4 
(5/2) 

The “I Novel” Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 5/18, 4hrs/week) 

Week 5 
(5/9) 

The Shirakaba School Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 5/25, 4hrs/week) 

Week 6 
(5/16) 

Other Taisho Era Writers 
Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 6/1, 4hrs/week) 

Week 7 
(5/23) Proletarian Literature 

Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 6/8, 4hrs/week) 

Week 8 
(5/30) Modernist Literature 

Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 6/15, 4hrs/week) 

Week 9 
(6/6) 

Conversion Literature and War Literature Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 6/22, 4hrs/week) 



Week 10 
(6/13) 

Women Writers 
Reading Journal + Homework Presentation 
(Due 6/29, 4hrs/week) 

Week 11 
(6/20) Popular Literature 

Homework Presentation (Due 7/6, 
4hrs/week) 

Week 12 
(6/27) 

The Decadent School (buraiha) Homework Presentation (Due 7/13, 
4hrs/week) 

Week 13 
(7/4) 

First and Second Generation of Postwar Writers 
Homework Presentation (Due 7/20, 
4hrs/week), Final Report (Due 7/20, 
4hrs/week) 

Week 14 
(7/11) 

Third Generation of Postwar Writers Homework Presentation (Due 7/27, 
4hrs/week) 

Week 15 
(7/25) 

Important Contemporary Writers  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

JPN208-
Y01 

2.科目名 日本の伝統文化 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義（人数によっては演習方式も取り入れ
る） 

16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

本授業の目的と概要：下記の学修 
 日本は、歴史的・文化的影響を絶えず海を隔てた大陸から受けつつ、それを醸成しながら
自らの文化を育んできた。そのため、東・東南アジア世界の中で多くの共通点を持ちながら
も独自の特徴的な文化が継承されている。 
 そうした伝統文化を育んだ気候風土、歴史、海外との関係について学ぶとともに、日本の
行く末を考える糧とする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学習目標は、観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）のうちとくに下記に関連し
ています。 
・自律的で主体的な態度（自律性） 
・多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
・問題発見･解決力 
本授業の学習目標：以下を説明できること。 
?日本の歴史の概略 
?日本と外国との歴史上の関わり 
?20 世紀後半〜現代の変化 
?外国から見た日本文化 
 

19.教科書・教材 特定の教科書は使わない。WebClass 上の授業資料の確認・復習を怠らないこと。 

20.参考文献 

家永 三郎（1982）『日本文化史』 第 2 版岩波書店 
大隈和雄（2017）『日本文化史講義』吉川弘文館 
尾藤 正英（2000）『日本文化の歴史』岩波書店 
     など 
 

21.成績評価 

課題の提出：30％（上記学習目標?〜?） 
中間試験：30％（学習目標?〜?） 
期末試験：40％（上記学習目標?〜?） 
 

22.コメント 
・最重要事項＝やる気、本気、根気、好奇心と情熱。 
・自分自身で調べ、考えること。 
 

23.オフィスアワー 

春学期  
個人研究室：金曜 3 限  
学習支援センター：水曜 3 限 
秋学期   
個人研究室：金曜 3 限  



学習支援センター：水曜 1 限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：世界史のなかの日本史・日本人
とは？ 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 2 回】 
気候風土と衣食住と⺠族 
 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 3 回】 縄文時代から弥⽣文化へ：日本の基層文化（1） WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 4 回】 縄文時代から弥⽣文化へ：日本の基層文化（2） WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 5 回】 日本神話：『古事記』『日本書記』と天皇制 WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 6 回】 世界と日本との接点 
今日の人類の 99.999%を支える歴史的分岐
点。 

【第 7 回】 土着の宗教・外来の宗教 WebClass 上の授業資料の確認・復習 
【第 8 回】 中間試験 前半の振返り 

【第 9 回】 外国人から見た日本文化（1）：宣教師・研究者の記
述 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 10 回】 
外国人から見た日本文化（2）：ジャポニズム   
 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 11 回】 
外国人から見た日本文化（3）：ステロタイプから真
の理解へ 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 12 回】 20 世紀後半〜現在（1）：戦後の復興と高度経済成⻑ WebClass 上の授業資料の確認・復習。 

【第 13 回】 
20 世紀後半〜現在（2）：経済のグローバル化と産業
空洞化問題 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 14 回】 
20 世紀後半〜現在（3）：大規模災害と危機管理、少
子化、インターネット・SNS・IT 産業の普及 

WebClass 上の授業資料の確認・復習 

【第 15 回】 総括試験 総括 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW102-
A01 

2.科目名 人権と法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 出嶋陽介 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および講義前演習 

16.履修制限 特に設けないが、日本国憲法を既に履修したか、または同時並行的に履修していることが望
ましい。 

17.授業の目的と概要 

本科目は、日本国憲法で履修する基本的人権の知識を基礎に、我々が日常⽣活を送るうえで
直面する様々な場面（誕⽣〜就労〜死亡）において、必要とされる法律知識とその根拠とな
る権利・自由について理解を深め、将来その知識を活用できるようにすることを目的として
いる。 
具体的な一例をあげると、就職して退職するまで一労働者として勤務するが、労働者は雇用
される⽴場にあるので、どうしても⽴場が弱くなりがちである。そこで、労働者の⽴場を守
る様々な法律が制定され、労働者が不当な目に遭わないよう、法的な保護がなされている。
それを踏 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマ・ポリシーの（3）多様性理解、（4）問題発見・解決力に
関連している。 
具体的な学習目標は、以下のとおりである。 
①様々な⽣活場面における法律問題を理解し、法律的に適切な対処ができるようになる。 
②法律の条文に慣れ親しみ、条文の意味内容を理解できるようにする。 
③他者に対する人権や自由を尊重できるようにする。 

19.教科書・教材 副田隆重・浜村彰・棚村政行・武田万里子 『ライフステージと法 第 8 版』 有斐閣アル
マ 

20.参考文献 講義資料等は、WebClass を通じて配布する。 

21.成績評価 

成績評価については、以下の全ての評価対象を実施した上で、合計が 60％以上の場合に、
合格とする。 
① 小テスト（2 回）               50％（各 25％の 2 回分で最大） ・・・学習目標①
に対応 
② 総括試験                            50％（最大） ・・・学修目標②と③に対応 
※ 2 回分の小テストは、5 回目と 10 回目の講義時間を使い、WebClass で実施するので
（15 分程度）、少なくとも当日はパソコンを必携することを求める。 ※ 
※ 出席点および平常点の評価は一 

22.コメント 
法律は独特の用語が目⽴ち、難解と思えそうだが、条文を読むことに慣れてしまうと苦にな
らない。講義を通じて、基本的な考えを理解することは大切であるが、分からないことがあ
れば積極的に質問してほしい。 

23.オフィスアワー 
研究室を持っていないので、質問や要望等があれば、講義の前後に受け付ける。また、
WebClass のメール機能で問い合わせも可。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション（シラバス内容についての補足説
明、受講上の注意点、講義の進め方など） 
（講義）本格的な講義を始める前に、講義の理解をス
ムーズにするために必要とされる法律概念や予備知識
を説明する。 

（予習） 
テキストⅰ-ⅵページ（プレリュード）を読
んでおくこと。   
（復習） 
講義ノートの整理 



第 2 回 

（講義）テキスト stage1「社会人へのパスポート」
をテーマに、年齢と法律との関係を見つつ、どのよう
な場面で年齢が法律と関わってくるのかを理解する。
また、法律によって個人に与えられた権利をどこで主
張できるのか、誰によって守ってもらえるのかも講義
する。テキスト 2-11 ページ該当 
（講義前演習）年齢と法律に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 2-11 ページを読んで、法律が年齢
によって異なる扱いをするのはなぜかを確認
する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 3 回 

（講義）テキスト stage2「働く自由・女であること
の自由」をテーマに、男女平等の時代にあっても、女
性が見えないガラス張りの雇用環境によって劣遇され
ている現実を裁判例から見ていく。それを踏まえて、
女性を法的に救済する⽴法にどのようなものがあるの
かを講義する。ひいては、女性差別解消の方策を一緒
に考えていきたい。テキスト 14-40 ページ該当  
（講義前演習）女性差別を解消する法律に関する確認
テスト 

（予習） 
テキスト 14-40 ページを読んで、女性が差
別される背景がどこにあるのか、また⽴法上
の対応にどのようなものがあるかを確認す
る。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 4 回 

（講義）テキスト stage3「働きかたいろいろ」をテ
ーマに、勤労の自己決定、非正規労働者の法律的保護
とその限界を講義する。テキスト 42-68 ページ該当  
（講義前演習）労働法に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 42-68 ページを読んで、労働者が
法律的にどのような保護を受けているのかを
確認する。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 5 回 

（講義）テキスト stage4「スマートな消費者をめざ
して」をテーマに、消費者保護⽴法の基本的知識を習
得する。そして、消費者はなぜ弱い⽴場に⽴たされる
のかを説明していきたい。テキスト 70-111 ページ該
当   
（講義前演習）契約など⺠法の基本的知識に関する確
認テスト 
※ WebClass を利用した小テスト（1 回目）の実施 
※ 

（予習） 
テキスト 70-111 ページを読んで、消費者保
護が求められる場面と法律的対応との関係を
理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 6 回 

（講義）テキスト stage4「スマートな消費者をめざ
して」をテーマに、損害賠償制度について講義する。
契約違反や法律上の権利や利益を侵害された場合に、
どのように損害を賠償させるのかを説明していきた
い。テキスト 70-111 ページ該当   
（講義前演習）損害賠償制度に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 70-111 ページを読んで、損害賠償
制度について理解しておく。   
（復習） 
講義ノートの整理 

第 7 回 

（講義）テキスト stage5「恋愛のルール」をテーマ
に、恋人間で成⽴する法律問題、特に性的暴力、婚
約、不倫など一般的なトピックを題材に、どのような
法律的責任が発⽣するのかを説明していきたい。テキ
スト 114-135 ページ該当   
（講義前演習）男女間に適用される法律に関する確認
テスト 

（予習） 
テキスト 114-135 ページを読んで、恋人間
で適用される法律にどのようなものがあるか
理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 8 回 

（講義）テキスト stage6「結婚の夢と現実」をテー
マに、結婚に関する法律を講義する。特に法律婚と事
実婚の法律的な違い、夫婦別姓、相続など一般的なト
ピックを題材に、成⽴要件や効果を説明する予定であ

（予習） 
テキスト 138-159 ページを読んで、婚姻が
成⽴するための条件や婚姻後夫婦にどのよう
な権利義務が発⽣するのか確認する。 



る。テキスト 138-159 ページ該当   
（講義前演習）婚姻など夫婦間に適用される法律に関
する確認テスト 

（復習） 
講義ノートの整理 

第 9 回 

（講義）第 8 回までで講義できないトピック、特に
テキストに言及されている Column のうち、幾つか
を取り上げて、余録的なアプローチから「法律の別の
顔」を講義する。 

（予習） 
第 1 回から第 8 回までの講義内容を整理
し、中間確認テストに備える。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 10 回 

（講義）テキスト stage7「子どもを産む・産まな
い」をテーマに、出産に関する自己決定（堕胎を含
む。）、代理出産、⽣殖医療と法律・倫理について説明
する。テキスト 162-181 ページ該当  
（講義前演習）出産や子供の権利についての確認テス
ト 
※ WebClass を利用した小テスト（2 回目）の実施 
※ 

（予習） 
テキスト 162-181 ページを読んで、女性の
自己決定を中心に出産の自由について理解す
る。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 11 回 

（講義）テキスト stage8「子どもと親のビミョーな
関係」をテーマに、法律的な親子関係、特に親権や養
育・監護権、虐待など親子間で起こりうる法律的な問
題について講義する。テキスト 184-210 ページ該当  
（講義前演習）親子関係の法律に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 184-210 ページを読んで、親子関
係に関する法律について理解する。    
（復習） 
講義ノートの整理 

第 12 回 

（講義）テキスト stage9「ふたたびの出発」をテー
マに、離婚にまつわる法律について講義する。特に、
離婚の成⽴要件、離婚の効果などを中心に扱うことに
する。テキスト 212-230 ページ該当  
（講義前演習）離婚の法律に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 212-230 ページを読んで、どのよ
うな場合に離婚が成⽴し、離婚成⽴後の元夫
婦間の法律関係について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 13 回 

テキスト stage10「親の介護はだれが？」をテーマ
に、介護保険を軸とした法律問題について講義する。
テキスト 232-251 ページ該当  
（講義前演習）介護保険に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 232-251 ページを読んで、介護保
険制度の基本的な構造について理解する。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 14 回 

（講義）テキスト stage11「親が死んだら、夫が死ん
だら、自分が死んだら」をテーマに、法的な死亡の定
義、遺言と相続、⽣存親族の義務などについて講義す
る。テキスト 254-273 ページ該当  
（講義前演習）相続に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 254-273 ページを読んで、相続制
度の基本的な構造について理解する。   
（復習） 
講義ノートの整理 

第 15 回 総括試験の実施  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW102-
Y01 

2.科目名 人権と法 （教職 1 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐橋謙一 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 
必須ではありませんが、興味のある学⽣に
は、秋学期の「法律学概論」を併せて受講
することを勧めます。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：現代社会の様々な現象や問題に対して、近代法の基本原理を踏まえたうえで、自⽴し
て取り組めることを目的とします。 
概要：「法と道徳の違い」「正義とは何か」「国家の存⽴基盤」「人権の基礎」など、現代国家
の基礎を成す発想を学びます。講義では受講者に対して様々な質問を提起し、質疑応答を取
り入れます。積極的な参加を期待します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

現代社会学部の DP2（主体的な問題解決）、S1（現代社会の諸問題を理解）、S2（社会に対
する科学的な理解）、K1（歴史・文化の理解）と関連します。具体的な到達目標は： 
(1)現代社会の様々な現象や問題に対して、近代法の基本原理を踏まえたうえで、意見形成
できる。 
(2)現代社会のさまざまな社会制度や法領域について、必要な背景知識を踏まえて論じられ
る。 
(3)「権利」「国家」「正義」等の法的概念について、既往の議論を踏まえて取り組むことが
できる。 

19.教科書・教材 定期的に資料を配付します。教科書は使用しません。なお、レジュメや関連資料を、オンラ
インでも公開していく予定です。予習復習に活用して下さい。 

20.参考文献 講義中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

1. 講義中に、アンケートや簡単なテストを定期的に行います。また、講義中に質疑を行い
ますので、その際の応答や参加姿勢も考慮します。主に到達目標(1)、(2)に関連します。…
合わせて 40 点満点 
2. 講義内容の理解度を確認するための期末試験を実施します。主に到達目標(2)(3)に関連し
ます。…60 点満点 
いずれも、そこまでの講義内容全体をカバーするかたちで行います。 
全体で 60 点以上が単位認定となります。アンケートは、4 回中 3 回以上の提出を必要とし
ます。 

22.コメント 

社会的に重要な事件や出来事が、日々報道されています。そうした問題について考えるうえ
で、「何が正しいか」「正しいとはどういうことか」「何を基準にして判断すればよいか」を
考えるうえで、法学は非常に有益な道具⽴てを提供してくれます。社会制度とその動きにつ
いて、日頃から関心をもって見聞を広めて下さい。 

23.オフィスアワー 質問や相談は、講義前後の時間に受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

イントロダクション（本講義の目標、概要、評価方式
等について）。 
講義：⽣活の中の法（※以下、ことわりのない限り講
義形式）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 



2 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 
法の基本的性質Ｉ（そもそも「法」とは何か）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

3 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 
法の基本的性質 II（近代法が備える 4 つの基本的性
質）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

4 法の基本的性質 III（社会規範、制裁）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

5 法システムの社会的機能 I（社会統制、活動促進）。 
復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

6 法システムの社会的機能 II（紛争解決、資源配分）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

7 
法と道徳Ｉ（相互の異同と関係について）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

8 
法と道徳 II（具体的事例に即した検討）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

9 
法と道徳 III（アンケートに対する解説）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

10 法と強制（法の実効性や強制の根拠）。 復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

11 
法と正義Ｉ（正しさの様々な基準：適法的正義、形式
的正義）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

12 
法と正義 II（実質的正義、手続的正義）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

13 
法と正義 III（具体的事例に則した検討）。 
ディスカッションと解説（アンケートに関して）。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

14 期末試験（※オンライン授業になった場合は、レポー
ト課題に変更する可能性がある） 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 

15 
期末試験の解説。 
各国の法（法の多様性）。 
アンケート。 

復習：今回の復習（授業ノートの整理）。 
予習：次回の予習（講義内で指示する）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW103-
M71 

2.科目名 国際社会と政治 3.単位数 2 

4.授業担当教員 金恩貞 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件 特に定めない。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特に定めない。 

17.授業の目的と概要 

 本講義では、まず、19 世紀から冷戦終結期までの国際政治について、時間軸に沿って概
観する。高校時代、「世界史」や「近代史」を学んでいた学⽣にとってはアプローチしやす
い授業となろうが、「歴史」に苦手な学⽣にも興味を引き出すような授業とする。そして、
冷戦後国際社会におけるグローバル・イシューやタイムリーなテーマを取り上げる。21 世
紀の国際社会は、グローバルな広がりで相互に浸透し合い、主権国家の相対的な後退と国家
以外のアクターの登場により新しいガバナンスへと変容を見せる一方で、近代国際関係の産
物も強く残っている 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1．国際関係を多様なアプローチから概観し全般的な知識を得る。 
2．21 世紀国際社会の多様性について理解する。 
3．グローバルな視点をもって国際政治と国内政治との連動について理解する。 
 

19.教科書・教材 
本授業では特定の教科書は用いない。授業中に適宜資料を配布する。 
 

20.参考文献 

本授業の履修に当たって、以下のテキストが参考になるかと思います。予習・復習に活用し
てください。 
―中⻄寛、石田順、田所正幸「国際政治学」（有斐閣、2013） 
―村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将 『国際政治学をつかむ（新版）』（有
斐閣、2015） 
 

21.成績評価 レスポンスシート 40 点（授業最終コマで記入、一日 10 点×4 日）・期末レポート 60 点 

22.コメント 授業中の私語・遅刻など、他の学⽣に対する迷惑行為には厳しく対応する。また欠席の際
は、必ず連絡すること。 

23.オフィスアワー 
集中講義のため、授業日のみの対応が中心となる点に留意されたい。その際、メールでの連
絡も対応可とする。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
 

ガイダンス 
「国際政治」・「国際関係」とは 
戦後日本政治外交と国際社会 

特になし 

第 2 回目 
近代ヨーロッパにおける国際体系の形成と展開 
：主権国家体制、帝国主義 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 3 回目 世界大戦 
新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社



会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 4 回目 二度にわたる世界大戦と日本の外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 5 回目 戦後世界秩序の再編：冷戦 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 6 回目 現代国際体系における近代との連続と断絶 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 7 回目 
平和のための担保：国際機構、地域主義、経済的相互
交流 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 8 回目 冷戦期の日本外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 9 回目 アジアにおける国際情勢の変動と日本外交 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 10 回目 冷戦の終焉と新国際秩序をめぐる覇権争い 新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな



ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 11 回目 新しい紛争、ft.「永遠の平和」は可能か 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 12 回目 
国際関係における多様なアクター：ヒト・モノ・カネ
のトランスナショナルの深化 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 13 回目 
国際政治学における安全保障論の変遷：国家の安全保
障から人間の安全保障まで 

新聞やニュース（テレビ・スマートフォンな
ど、媒体は特に指定しない）に触れ、現代社
会の諸問題について関心を持つよう努めるこ
と。 
また指定する参考書を用いて、予習・復習に
取り組むことを推奨する（該当箇所は適宜指
示する）。 

第 14 回目 
国際政治と国内政治の連動①― 近年の「米中葛藤」
と日本 

 

第 15 回目 
国際政治と国内政治の連動②― 「ポストコロナ」時
代における国際社会と日本  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW104-
A01 

2.科目名 日本国憲法 (教福 1/2、経営) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 出嶋陽介 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年⽣〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 副
専攻（世界と日本を考え
る） 副専攻（平等を考え
る） 幼稚園一種 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および講義前演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目の目的は、国家の基礎法である日本国憲法を通じて、人権感覚と憲法が目指すところ
を修得することにある。 
憲法の成⽴経緯は講義で詳細に話す予定であるが、我々の自由が確保され、また権力の濫用
を封じるための⻭止めとなっている非常に重要な国法である。それゆえに、憲法の理解なく
して、自由や人権を語るわけには行かないのである。 
加えて、これからの時代は、豊かな人権感覚を備えた人材が求められている。それは、政治
家や公務員だけに限られず、一般市⺠にも必要な教養なのである。 
また、教職課程の科目でもあるため、教員を 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマ・ポリシーの（2）社会的貢献性、（6）専門的知識・技能
の活用に関連している。 
具体的な学習目標は、以下のとおりである。 
①権利や自由がなぜ必要なのかを説明できるようになる。 
②憲法規範に従って、問題を解決できる思考ができるようになる。 
③人権感覚を身に付け、法的に解決できるようになる。 

19.教科書・教材 吉田仁美（編） 『スタート憲法 第 3 版』（2020 年） 成文堂 
20.参考文献 必要に応じて配布する。 

21.成績評価 

評価方法と配点は次のとおりである。 
①小テスト 1 回目（第 5 回目の講義時に実施）  最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
②小テスト 2 回目（第 10 回目の講義時に実施）   最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
③総括試験   （第 15 回目に実施）        最大 50％ 〈学習目標②に対応〉 
以上の評価対象を実施した上で、合計 60％以上となった場合に、合格（単位認定）とす
る。 
※ 小テストは、各回 15 分程度のものを予定しており、かつ講義中に WebClass のテスト
機能を利用する。したがって 

22.コメント 

①WebClass を利用して、講義資料配布や小テスト実施を行うので、パソコンを積極的に活
用してもらう予定となっている。 
②憲法を中心に社会を見つめ、人権を尊重するということはどのような意味を持つものなの
かを考えながら、講義に参加して欲しい。 

23.オフィスアワー 
研究室を持っていないので、質問や要望等があれば、講義の前後に受け付ける。また、
WebClass のメール機能を使った問い合わせも可（ただし毎日チェックしていないので、回



答には数日を要することもある）。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

（講義）講義の進め方と憲法の概念についての説明を
行なう。第 1 回目は履修者確定の時期ではないの
で、憲法総論として日常⽣活と憲法との関係について
講義するつもりである。 

（復習） 
講義ノートの整理 

第 2 回 

（講義）憲法が成⽴する背景として存在する近代人権
宣言について説明する。ここでは、憲法の成⽴由来な
らびに明治憲法及び日本国憲法についての説明をし、
憲法の基礎的性格を明らかにする。テキスト 1〜7 ペ
ージ該当 
（講義前演習）憲法の基本知識に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 1-7 ページを読んで、憲法の基本
原理、大日本帝国憲法と日本国憲法の相違に
ついて確認する。 

第 3 回 

（講義）基本的人権総論と題して、外国人に対する人
権保障について説明する。とりわけ、日本人と同等同
質の⽣活を送る定住外国人に、憲法はどこまで人権を
保障するのか解説する。テキスト 12〜13 ページ該当 
（講義前演習）人権享有主体に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 12-13 ページを読んで、外国人の
人権保障について、憲法がどのような態度を
とっているのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 4 回 

（講義）3 回目に続いて、法人と公務員の人権保養に
ついても講義する。また、世界的にも権利保障を高め
ることが求められている子どもに対する人権保障につ
いて講義する。そして、子ども・未成年者に対する自
由をどこまで保障し、また子ども・未成年者を保護す
るために、どこまで自由を制約できるのかを解説す
る。テキスト 14〜17 ページ該当  
（講義前演習）子供の人権保障に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 14-17 ページを読んで、子供の人
権がなぜ必要か考えていく。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 5 回 

（講義）人権の一般規定である 13 条では、幸福追求
権が保障されている。そこで、近年新しい人権として
主張されるようになった、特に、新しい人権や自己決
定権の意義と限界についての説明をしていくことにす
る。テキスト 22,24〜29 ページ該当   
（講義前演習）新しい人権に関する確認テスト 
※ WebClass を利用した小テスト（第 1 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 22-29 ページを読んで、特に幸福
追求権と自己決定権との関係を理解してお
く。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 6 回 

（講義）近代人権宣言は、自由と平等を御旗としてい
るが、そのうちの平等権について説明する。その中
で、差別の問題と平等の意義及び平等権が争われた事
例についての講義する。テキスト 32〜33,36-37 ペー
ジ該当 
（講義前演習）平等権に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 32-37 ページを読んで、特に差別
と平等権との関係を理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 7 回 

（講義）憲法は精神的自由を保障し、思想信条の自
由、信教の自由、表現の自由を保障する。ここでは、
前二者について講義をし、なぜ個人の内心の自由を保
障する必要があるのか、戦前の状況との比較を通じて
解説する。テキスト 38〜39,42〜45 ページ該当   
（講義前演習）精神的自由、特に思想信条の自由と信
教の自由についての確認テスト 

（予習） 
テキスト 38-45 ページを読んで、内心の自
由とはどのようなものか、なぜ精神領域への
自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 8 回 （講義）前回に引き続き、精神的自由の中でもコアな （予習） 



人権である表現の自由について講義をし、なぜ表現の
自由を手厚く保障する必要があるのか、戦前の状況と
の比較を通じて解説する。テキスト 46〜49,52-55 ペ
ージ該当   
（講義前演習）表現の自由についての確認テスト 

テキスト 46-49,52-55 ページを読んで、内
心の自由とはどのようなものか、なぜ精神領
域への自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 9 回 

（講義）人身の自由とは、かつて国家権力が人⺠を不
当に処罰したところから、刑罰権の濫用がなされない
よう、憲法上のルールとして保障されたものである。
ここでは、奴隷的拘束の禁止、適正手続の保障、令状
主義を説明する。テキスト 64〜71 ページ該当  
（講義前演習）人身の自由（予習該当範囲）に関する
確認テスト 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、適正手続
の保障、令状主義について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 10 回 

（講義）前週に引き続き、公平の裁判所による迅速な
裁判を受ける権利、証人審問権・喚問権、弁護人依頼
権、残虐な刑罰の禁止を講義する。テキスト 64〜67
ページ該当   
（講義前演習）人身の自由（予習該当部分）に関する
確認テスト  
※ WebClass を利用した小テスト（第 2 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、公平な裁
判所の迅速な裁判を受ける権利、証人審問
権、証人喚問権、弁護人依頼権、残虐刑の禁
止について理解する。 
 （復習） 
講義ノートの整理 

第 11 回 

（講義）弱者救済の人権である⽣存権を講義する。⽣
存権は近年の社会情勢から注目されており、国家がい
かに弱者を救済するべきか、議論が⽴たなされてい
る。この点から、⽣存権が必要とされる意義や限界、
⽣存権の将来について一緒に考えていきたい。   
（講義前演習）⽣存権について確認テスト 

（予習） 
テキスト 76-77 ページを読んで、⽣存権が
必要とされた背景について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 12 回 

（講義）憲法は統治機構に関する規定も置いている
が、その中でも国会、内閣について講義をする。そし
て、国会や内閣の権限や現実の政治における機能を説
明をする。テキスト 98〜109 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 90-91,98-109 ページを読んで、国
会の性格、国会の権限、内閣の権限について
理解する。 
  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 13 回 

（講義）前回に引き続き、統治機構の中でも裁判所に
ついて講義をする。裁判所は基本的人権の砦として、
国⺠の権利や自由を守る役割を果たしている。また、
中⽴的な裁判を実現するために、司法権の独⽴という
仕組みも導入されている。このような点から、裁判所
が憲法を頂点とした法の支配を実現するために果たす
役割を説明をする。テキスト 110〜117 ページ該当 
（講義前演習）裁判所に関する確認テスト 
 

（予習） 
テキスト 64-67 ページを読んで、特に死刑
の実態について理解する。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 14 回 

（講義）日本国憲法は戦前の反省から、軍国主義を放
棄し、平和主義を採用している。それゆえに、日本が
世界で果たす役割が大きく期待されている。しかし、
現実の世界政治は、憲法が目指した平和主義とは程遠
い。そこで、憲法 9 条が目指す理念と国際情勢を比
較しながら、平和主義のあり方について講義をする。

（予習） 
テキスト 120-126 ページを読んで、憲法 9
条の内容と日米安全保障体制を理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 



テキスト 122〜125 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣、裁判所に関する確認テス
ト 
 

第 15 回 総括試験の実施  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LAW104-
M01 

2.科目名 日本国憲法 （法学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 出嶋陽介 

5.授業科目の区分 人間学総合教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年⽣〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 副
専攻（世界と日本を考え
る） 副専攻（平等を考え
る） 幼稚園一種 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および講義前演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目の目的は、国家の基礎法である日本国憲法を通じて、人権感覚と憲法が目指すところ
を修得することにある。 
憲法の成⽴経緯は講義で詳細に話す予定であるが、我々の自由が確保され、また権力の濫用
を封じるための⻭止めとなっている非常に重要な国法である。それゆえに、憲法の理解なく
して、自由や人権を語るわけには行かないのである。 
加えて、これからの時代は、豊かな人権感覚を備えた人材が求められている。それは、政治
家や公務員だけに限られず、一般市⺠にも必要な教養なのである。 
また、教職課程の科目でもあるため、教員を 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマ・ポリシーの（2）社会的貢献性、（6）専門的知識・技能
の活用に関連している。 
具体的な学習目標は、以下のとおりである。 
①権利や自由がなぜ必要なのかを説明できるようになる。 
②憲法規範に従って、問題を解決できる思考ができるようになる。 
③人権感覚を身に付け、法的に解決できるようになる。 

19.教科書・教材 吉田仁美（編） 『スタート憲法 第 3 版』（2020 年） 成文堂 
20.参考文献 必要に応じて配布する。 

21.成績評価 

評価方法と配点は次のとおりである。 
①小テスト 1 回目（第 5 回目の講義時に実施）  最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
②小テスト 2 回目（第 10 回目の講義時に実施）   最大 25％ 〈学習目標①および③に対
応〉 
③総括試験   （第 15 回目に実施）        最大 50％ 〈学習目標②に対応〉 
以上の評価対象を実施した上で、合計 60％以上となった場合に、合格（単位認定）とす
る。 
※ 小テストは、各回 15 分程度のものを予定しており、かつ講義中に WebClass のテスト
機能を利用する。したがって 

22.コメント 

①WebClass を利用して、講義資料配布や小テスト実施を行うので、パソコンを積極的に活
用してもらう予定となっている。 
②憲法を中心に社会を見つめ、人権を尊重するということはどのような意味を持つものなの
かを考えながら、講義に参加して欲しい。 

23.オフィスアワー 
研究室を持っていないので、質問や要望等があれば、講義の前後に受け付ける。また、
WebClass のメール機能を使った問い合わせも可（ただし毎日チェックしていないので、回



答には数日を要することもある）。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

（講義）講義の進め方と憲法の概念についての説明を
行なう。第 1 回目は履修者確定の時期ではないの
で、憲法総論として日常⽣活と憲法との関係について
講義するつもりである。 

（復習） 
講義ノートの整理 

第 2 回 

（講義）憲法が成⽴する背景として存在する近代人権
宣言について説明する。ここでは、憲法の成⽴由来な
らびに明治憲法及び日本国憲法についての説明をし、
憲法の基礎的性格を明らかにする。テキスト 1〜7 ペ
ージ該当 
（講義前演習）憲法の基本知識に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 1-7 ページを読んで、憲法の基本
原理、大日本帝国憲法と日本国憲法の相違に
ついて確認する。 

第 3 回 

（講義）基本的人権総論と題して、外国人に対する人
権保障について説明する。とりわけ、日本人と同等同
質の⽣活を送る定住外国人に、憲法はどこまで人権を
保障するのか解説する。テキスト 12〜13 ページ該当 
（講義前演習）人権享有主体に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 12-13 ページを読んで、外国人の
人権保障について、憲法がどのような態度を
とっているのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 4 回 

（講義）3 回目に続いて、法人と公務員の人権保養に
ついても講義する。また、世界的にも権利保障を高め
ることが求められている子どもに対する人権保障につ
いて講義する。そして、子ども・未成年者に対する自
由をどこまで保障し、また子ども・未成年者を保護す
るために、どこまで自由を制約できるのかを解説す
る。テキスト 14〜17 ページ該当  
（講義前演習）子供の人権保障に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 14-17 ページを読んで、子供の人
権がなぜ必要か考えていく。  
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 5 回 

（講義）人権の一般規定である 13 条では、幸福追求
権が保障されている。そこで、近年新しい人権として
主張されるようになった、特に、新しい人権や自己決
定権の意義と限界についての説明をしていくことにす
る。テキスト 22,24〜29 ページ該当   
（講義前演習）新しい人権に関する確認テスト 
※ WebClass を利用した小テスト（第 1 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 22-29 ページを読んで、特に幸福
追求権と自己決定権との関係を理解してお
く。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 6 回 

（講義）近代人権宣言は、自由と平等を御旗としてい
るが、そのうちの平等権について説明する。その中
で、差別の問題と平等の意義及び平等権が争われた事
例についての講義する。テキスト 32〜33,36-37 ペー
ジ該当 
（講義前演習）平等権に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 32-37 ページを読んで、特に差別
と平等権との関係を理解しておく。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 7 回 

（講義）憲法は精神的自由を保障し、思想信条の自
由、信教の自由、表現の自由を保障する。ここでは、
前二者について講義をし、なぜ個人の内心の自由を保
障する必要があるのか、戦前の状況との比較を通じて
解説する。テキスト 38〜39,42〜45 ページ該当   
（講義前演習）精神的自由、特に思想信条の自由と信
教の自由についての確認テスト 

（予習） 
テキスト 38-45 ページを読んで、内心の自
由とはどのようなものか、なぜ精神領域への
自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 8 回 （講義）前回に引き続き、精神的自由の中でもコアな （予習） 



人権である表現の自由について講義をし、なぜ表現の
自由を手厚く保障する必要があるのか、戦前の状況と
の比較を通じて解説する。テキスト 46〜49,52-55 ペ
ージ該当   
（講義前演習）表現の自由についての確認テスト 

テキスト 46-49,52-55 ページを読んで、内
心の自由とはどのようなものか、なぜ精神領
域への自由を保障すべきなのかを確認する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 9 回 

（講義）人身の自由とは、かつて国家権力が人⺠を不
当に処罰したところから、刑罰権の濫用がなされない
よう、憲法上のルールとして保障されたものである。
ここでは、奴隷的拘束の禁止、適正手続の保障、令状
主義を説明する。テキスト 64〜71 ページ該当  
（講義前演習）人身の自由（予習該当範囲）に関する
確認テスト 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、適正手続
の保障、令状主義について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理、小テストに向けた復習 

第 10 回 

（講義）前週に引き続き、公平の裁判所による迅速な
裁判を受ける権利、証人審問権・喚問権、弁護人依頼
権、残虐な刑罰の禁止を講義する。テキスト 64〜67
ページ該当   
（講義前演習）人身の自由（予習該当部分）に関する
確認テスト  
※ WebClass を利用した小テスト（第 2 回目）を実
施するので、パソコンを持参すること。 ※ 

（予習） 
テキスト 64-71 ページを読んで、公平な裁
判所の迅速な裁判を受ける権利、証人審問
権、証人喚問権、弁護人依頼権、残虐刑の禁
止について理解する。 
 （復習） 
講義ノートの整理 

第 11 回 

（講義）弱者救済の人権である⽣存権を講義する。⽣
存権は近年の社会情勢から注目されており、国家がい
かに弱者を救済するべきか、議論が⽴たなされてい
る。この点から、⽣存権が必要とされる意義や限界、
⽣存権の将来について一緒に考えていきたい。   
（講義前演習）⽣存権について確認テスト 

（予習） 
テキスト 76-77 ページを読んで、⽣存権が
必要とされた背景について理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 

第 12 回 

（講義）憲法は統治機構に関する規定も置いている
が、その中でも国会、内閣について講義をする。そし
て、国会や内閣の権限や現実の政治における機能を説
明をする。テキスト 98〜109 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣に関する確認テスト 

（予習） 
テキスト 90-91,98-109 ページを読んで、国
会の性格、国会の権限、内閣の権限について
理解する。 
  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 13 回 

（講義）前回に引き続き、統治機構の中でも裁判所に
ついて講義をする。裁判所は基本的人権の砦として、
国⺠の権利や自由を守る役割を果たしている。また、
中⽴的な裁判を実現するために、司法権の独⽴という
仕組みも導入されている。このような点から、裁判所
が憲法を頂点とした法の支配を実現するために果たす
役割を説明をする。テキスト 110〜117 ページ該当 
（講義前演習）裁判所に関する確認テスト 
 

（予習） 
テキスト 64-67 ページを読んで、特に死刑
の実態について理解する。  
（復習） 
講義ノートの整理 

第 14 回 

（講義）日本国憲法は戦前の反省から、軍国主義を放
棄し、平和主義を採用している。それゆえに、日本が
世界で果たす役割が大きく期待されている。しかし、
現実の世界政治は、憲法が目指した平和主義とは程遠
い。そこで、憲法 9 条が目指す理念と国際情勢を比
較しながら、平和主義のあり方について講義をする。

（予習） 
テキスト 120-126 ページを読んで、憲法 9
条の内容と日米安全保障体制を理解する。 
（復習） 
講義ノートの整理 



テキスト 122〜125 ページ該当 
（講義前演習）国会、内閣、裁判所に関する確認テス
ト 
 

第 15 回 総括試験の実施  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LIN101-
A01 

2.科目名 英語学Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉学科こども学専攻 
初等英語教育コース 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
高校教諭１種(英語) 中学
教諭１種(英語)  
中学教諭 2 種（英語） 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および実習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

英語学の基礎知識を音声音韻から始め、形態論、統語論、意味・語用論等の分野に進んでい
く。 
併せて、英語の歴史をその成り⽴ちから、世界に広がっていった過程とその結果⽣じた様々
な方言・アクセントについて検討していく。同時に、言語習得の観点から、英語教育と第 2
言語習得についても見ていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.    コミュニケーション能力 
2. 課題発見・課題解決能力 
3. 第 2 言語習得に関する専門的知識・技能の活用力 
 

19.教科書・教材 ⻑谷川 瑞穂 編著『はじめての英語学 改訂版』2014 研究社 
20.参考文献 講義内で指示する予定です。 

21.成績評価 

小課題 10％ 
パフォーマンス・プレゼンテーション 30％ 
レポート 20％ 
試験 40％ 

22.コメント 積極的な参加と英語によるパフォーマンスの向上を期待します。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回：4
月 12 日：イ
ントロダク
ション 

１．ことばの起源 
２．言語研究（教科書第 1 章＆第 2 章） 

第 1 章および第 2 章の課題 

第 2 回：第
3 章、第 4
章 

３．英語の発音とスペリング 
４．英語の語彙の多様性 
 

第 3 章及び第 4 章の課題 

第 3 回：第
5 章、第 6
章 

５．標準英語の成⽴ 
６．英語のバリエーション 

第 5 章及び第 6 章の課題 

第 4 回：第
7 章 

７．言葉の変化 第 7 章の課題 

第 5 回：第
8 章、第 9

８．ことばと音声 
９．音の組み合わせとアクセント 

第 8 章、及び第 9 章の課題 



章 
 
第 6 回：第
10 章 
 

10．単語ができるしくみ 第 10 章の課題 

第 7 回：第
11 章、第 12
章 

11．文ができるしくみ 
12．文の内部構造 
 

第 11 章、及び第 12 章の課題 

第 8 回：第
13 章、第 14
章 

13. 言葉の意味とは何だろう 
14． 語の間の意味関係 第 13 章、及び第 14 章の課題 

第 9 回：第
15 章、第 16
章 

15．意味の拡張 
16．言葉の意味に見られる主観性 第 15 章、及び第 16 章の課題 

第 10 回：第
17 章、第 18
章 

17．言葉の意味とコンテクスト 
18．まとまりのある文章 

第 17 章、及び第 18 章の課題 

第 11 回：第
19 章、第 20
章 

19．文章中の情報構造 
20．ことばのやりとりにおけるルール 

第 19 章、及び第 20 章の課題 

第 12 回：第
21 章 

21．コミュニケーションの⺠族誌 第 21 章の課題 

第 13 回：第
22 章 

22. 英語と文化 第 22 章の課題 

第 14 回：第
23 章 
第 15 回：ふ
りかえりと
試験 

23. ことばと社会 
全体のふりかえりと試験 

第 23 章の課題 
全体のふりかえりと試験 

  最終レポートの持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

LIN101-
Y01 

2.科目名 英語学Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科、英語教育学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 高校教諭１種(英語) 中学
教諭１種(英語) 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 lecture, group work, presentation 
16.履修制限 none 

17.授業の目的と概要 

目的：It is necessary for the students to acquire knowledge and concepts of English 
linguistics to apply the knowledge for communication and to know much about the 
English language. 
概要：This is an introductory course of English linguistics so that the student 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(4) 問題発見・解決力の学修に関連しています。 
1) Students will be able to understand phonetics and morphology to analyze language 
data. 
2) Students will be able to get used to using an English-English dictionary for 
paraphrasing. 
3) Students will be able to give a short presentation of the assignment. 

19.教科書・教材 None. Handouts are given in each class (All the handouts are on the Web Class). 

20.参考文献 
Need an English-English Dictionary such as Longman (LDCE), or Oxford (OALD) for 
weeks 8-15, 
either a paper or an electronic one. 

21.成績評価 

1) Homework：4 点×8 回=32 点 
2) Quiz： 5 点×3 回=15 点 (review questions)  
3) Presentation & Report: 10% (short presentation:5 & its summary:5 <loan words>)   
4) Exam 43% (how you understand this course)  （配付資料・辞書参照可） 
＊合格基準：Homework は 5 回以上提出、Quiz は２回以上受験、Presentation 実施 & 

22.コメント Understanding is the key to this course, no memorizing work. 
試験は参考資料、辞書の持ち込み可です。理解することが重要で、暗記は必要ありません。 

23.オフィスアワー センター（１号館２階）：木曜昼休み、研究室（３号館１階１０４）：金曜２限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1.  4/08 

Introduction (Class Rules, Syllabus, Course 
Objectives) 
What is linguistics? Try to make a rule (group/pair 
work) 

WHK 1 (Who use English in the world?)  
30min 

2.  4/15 World Englishes, Differences between American & 
British English 

HWK 2 (UK vs. USA words) 45min 

3.  4/22 
    (4/29 
no class) 

English Sounds 1 (speech organs, phonetic 
symbols) 

review 30min 

4.  5/06 
English Sounds 2 (prosody: stress, rhythm, 
intonation & sound change) 
Group Activity: Jazz Chants 

Prepare for the Short Presentation on loan 
words (30min) 

5. 5/13 Syllable & Mora (English vs. Japanese, syllable HWK 3 (syllable structure: 45min) 



structure)  
Presentation & Discussion: Loan Words in English 

6. 5/20 
History of English Language (three main eras: 
sound, word, grammar, etc.) The lecture is given in 
Japanese, Submit Report 1 （Ｗｅｂ Ｃlａｓｓ） 

Write a report on your presentation, & 
review (60min) 

7. 5/27 
 Lecture & Activity: Dictionary Work 1 (How to use 
E-E dictionary as a tool for communication) 

Bring an E-E dictionary either paper or 
electronic one 
 ＊以後、英英辞書なしでは授業に参加させ
ない 

8. 6/03 Lecture & Activity: Dictionary Work 2 (two ways of 
using E-E dictionary), Quiz 1 

Bring an E-E dictionary either paper or 
electronic one 

9. 6/10 Activity: Dictionary Work 3 (practice 1) 
Bring an E-E dictionary 
HWK 4 dictionary work practice 30min 

10. 6/17 Activity: Dictionary Work 4 (practice 2), Quiz 2 
Bring an E-E dictionary 
HWK 5 dictionary work practice 30min 

11. 6/24 Lecture: Morphology 1 (morpheme, DA & IA) 
Bring an E-E dictionary 
HWK 6 dictionary work practice 45min 

12. 7/01 Lecture & Activity: Morphology 2 (stem, base, 
derivation, inflection) 

HWK 7 analyzing words 30min 

13.  7/08 
Activity: Morphology 3 (analyzing words into 
morphemes), Quiz 3 

HWK 8 analyzing words, review 45min 

14. 7/15 
 

Activity: Morphology 4 (Practice 3) , Review (Q&A) Review 60min 

15. 7/22 Final Exam（総括試験：配付資料・辞書参照可）  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MED101-
M01 

2.科目名 形態機能学Ⅰ（運動器・神経系） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤永⻯太郎 

5.授業科目の区分 
人間と健康 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、形態機能学 II と共に医療従事者として活動する際の基本となる人体の構造と機
能に関する知識を身につけることを目的とします。講義では、人体の見方や人体の階層性を
含む概論的な内容に加え、各器官系の中でも特に運動器系，神経系，感覚器系，内分泌系の
構造とその機能について解説します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（6）専門的知識・技能の
活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人体の構造や機能について、適切な言葉を用いて説明できる。 
②人体の構造や機能について、個別的にではなく、全体を統合的に理解できる。 

19.教科書・教材 
教科書：坂井健雄・岡田隆夫：「系統看護学講座・解剖⽣理学」医学書院（形態機能学 II と
共通） 
講義は毎回パワーポイントで行い、そのスライドを講義資料として配付します。 

20.参考文献 
藤田恒夫 著：「入門人体解剖学」：南江堂 
牛木辰男 著：「入門組織学」：南江堂 
林正健二：「ナーシンググラフィカ・解剖⽣理学」メディカ出版 

21.成績評価 

① 評価の方法（期末テスト） 
② 成績の配分（テスト 95％、学習態度 5%） 
③ 合格基準（60％以上の評価で合格となる） 
 

22.コメント 
カリキュラム後に他の科目などの中でキーワードに出会う度に復習すること、また、日常⽣
活の中で自分の体の構造や機能を意識するとよいかもしれません。その繰り返しが重要で
す。 

23.オフィスアワー メールで連絡してください。いつでもどうぞ。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１〜2 回 細胞から個体への階層性、人体の見方  
第 3〜4 回 皮膚、骨組織、全身の骨格系  
第 5〜6 回 筋組織、全身の筋系  
第 7〜9 回 内分泌系  
第 10〜14 回 神経系（神経組織、中枢神経と末梢神経）、感覚器系  
第 15 回 まとめ  
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MED102-
M01 

2.科目名 形態機能学Ⅱ（循環器・内臓系） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南和光 

5.授業科目の区分 人間と健康 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では、解剖学、⽣理学を統合し、正常な人体の構造とはたらきを理解し、異常（疾
病）を理解するうえでの前知識を習得することをねらいとする。 
具体的には、人間の体、特に植物性機能に関係する系統である、循環器系、呼吸器系、消化
器系、泌尿器系および⽣殖器系の構造とそのはたらきについて学習する。⽣殖器系について
は助産師国家試験受験資格の取得（別表２）に必要な助産診断学・技術学の基本となる内容
を含む。到達目標として下記の項目が挙げられる。 
① 循環器系の正常な状態と機能についての基礎知識を習得し説明できる。 
② 呼 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材 
坂井建雄，岡田隆夫（2014）．系統看護学講座 専門基礎分野 人体の構造と機能[1] 解剖
⽣理学 第 11 版． 東京．医学書院． 

20.参考文献  
21.成績評価 最終テスト（100％） 

22.コメント 

解剖⽣理学は今後学習してゆく看護学の全ての基本マップです。正しく納得して理解してい
ないと、どの目標にも到達できません。将来、現場に出た時に患者さんにどう説明できるか
を自己検証しながら学習していって下さい。 
レジュメが重要です。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 細胞組織の形態と機能  
第２回 受精、胎児発育の形態と機能  

第３〜５回 
循環器系：血液の成分・機能、心臓の構造と機能、血
管の構造と機能、全身の動脈系、全身の静脈系、胎児
循環、リンパ管とリンパ性器官 

 

第６〜７回 呼吸器系：気道・肺の構造と機能、呼吸の⽣理  
第８〜１１
回 

消化器系：口腔・咽頭・食道・胃・小腸・大 腸・肝
臓・膵臓の構造と機能、栄養と代謝 

 

第１２〜１
３回 

泌尿器系：腎臓の構造と機能、尿路の構造、 体液・
酸塩基平衡  

第１４回 ⽣殖器系：男性⽣殖器、女性⽣殖器、⽣殖の⽣理  

第１５回 
形態機能学演習 まとめ 
（講義内容は予定を変更、入れ替えする事があります
ので了承してください） 

 

   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MED105-
M01 

2.科目名 免疫学 （6 月 15 日〜7 月 27 日+1 コマ） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上田晴康 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 専門基礎科目 9.履修学年 看護学科 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】医療職者として必要な免疫学的基礎知識を習得する。 
【概要】病原体に対する⽣体防御機構としての免疫の仕組み、免疫の破綻・異常がもたらす
疾患（アレルギーや自己免疫疾患、免疫不全など）について学ぶ。その他、がんに対する免
疫応答や臓器移植に関わる免疫応答などについて学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（６）専門的知識・技能の活用力、の
学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①⽣体防御の仕組みとしての免疫を理解する。 
②感染症やがん、アレルギーなどの疾患のメカニズムを説明することができる。 

19.教科書・教材 授業開始時にオリジナルテキストを配布 

20.参考文献 
『インテグレーテッドシリーズ２ 免疫学・微⽣物学』 JEFFREY K. ACTOR 著 東京化学
同人 
『初めの一歩は絵で学ぶ 免疫学 「わたしの体」をまもる仕組み』 田中稔之著 じほう 

21.成績評価 提出課題（50％）、本試験（50％） 

22.コメント 
大学で初めて学ぶ「免疫学」は、耳慣れない言葉や用語も多く難解に思えるだろうが、知ら
ない言葉が出てきたら、スルーせずにその都度、意味を調べて理解することに努めて欲し
い。もちろん、質問は随時受け付ける。 

23.オフィスアワー 講義終了時あるいはメール（ueda-ph@hyo-med.ac.jp）にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
免疫を構成する要素（免疫組織と免疫担当細胞／自己
と非自己の識別） 

★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第２回 
抗原抗体反応とその利用（検査・診断／予防接種と血
清療法） 

★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第３回 免疫システム（１）〜自然免疫と獲得免疫／免疫記憶 復習：授業ノートの整理 

第４回 
免疫システム（２）〜細胞性免疫と液性免疫／サイト
カイン 

復習：授業ノートの整理 

第５回 感染防御免疫／腫瘍免疫／分子標的薬 
★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第６回 移植免疫（移植片拒絶と移植片対宿主病） 
★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第７回 正常な免疫応答による疾患（炎症とアレルギー） ★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第８回 
免疫の異常と破綻による疾患（自己免疫疾患と免疫不
全） 

復習：授業ノートの整理 

   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MED206-
Y01 

2.科目名 精神疾患とその治療 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本真由美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 本科目は、公認心理師受験に必要な科目の 1 つである。以下の 3 つの理解を目的とする。 
 ①代表的な精神疾患についての成因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援
などを含む精神疾患総論、②向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化、③医療機関と
の連携の理解である。 
 授業を通して、公認心理師として上記の 3 つの目的を理解する必要性について考える。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標には DP(ディプロマポリシー)の 6 つ、自律的で主体的な態度（自律
性）、社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）、多様な文化や背景を理解し受け容れる
能力（多様性理解）、問題発見・解決力、コミュニケーションスキル、専門的知識・技術の
活用力が関わる。 
  公認心理師受験資格取得を目指す学⽣として、授業での課題に自律的に関わり、問題発
見し、それへの解決を目指す。課題解決に関わることを通し、社会にどのように関われる
か、他職種の人とどのように関わるか、心理的支援を要する者とその関係者などとのコミュ
ニケーションスキルを高め、課題解決に必要な専門的知識・技術の活用力を高める。 
 本科目の学習目標は、以下の 4 つである。 
①代表的な精神疾患について説明できる。 
②精神疾患と関わる薬物、心理療法について説明できる。 
③コンサルテーション・リエゾンについて理解する。 
④チーム医療について理解する。 
 

19.教科書・教材 
教科書：公認心理師カリキュラム準拠 精神疾患とその治療 三村將他編著医⻭薬出版 
3,200 円＋税、他に教材として power point(遠隔オンライン：神⼾山手Ｃ発信）と
webclass を使用する。 

20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
webclass を利用した授業回毎のレポート（授業内容について考えたこと）＠4×14 点、授
業態度（質問に対する適切な回答等）14 点、webclass を使用した総括試験（全範囲の知識
が記述されたか）30 点 

22.コメント 
本授業は、教員が遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 18 日）で実施しますが、受講⽣
は神⼾山手 C の教室で受講する形式となります。 
授業は、遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 18 日）で行う。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼
休み 
希望者は、事前にメールで予約を取って欲しい。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/11 

イントロダクション 
授業の目的、学習目標と DP との関連、授業の進め
方、シラバス説明、成績評価の方法、序章心理学とし
ての精神医学の理解 

予習：シラバス、教科書序章(p2-7)を読む。 
復習：授業中に理解した内容を整理し、まと
めてレポートとして報告する。 
 



 

第 2 回 
4/18 

1 章 精神疾患とは、2 章 精神症状のみかた 
 

予習：1 章(p10-23)2 章(p24-35)を読む。 
復習：精神疾患者が地域で⽣活することをど
う考えるかについてレポートにまとめましょ
う。 
 

第 3 回 
4/25 

3 章 精神疾患の診断 
 

予習：3 章(p36-49)を読む。 
復習：患者自身が診察を希望していない場
合、心理師としてあなたはどのような態度を
取るかについてレポートにまとめましょう。 
 

第 4 回 
5/2 

4 章 精神疾患と薬物療法、5 章 心理療法・支援の基
本 
 

予習：4 章(p50-59) 5 章(p60-75)を読む。 
復習：心理師が薬物についての知識を持つ方
が良い理由についてレポートにまとめましょ
う。 
 

第 5 回 
5/9 
 

6 章 リエゾン精神医学と心理支援 
 

予習：6 章(p76-90)を読む。 
復習：教科書にある身体疾患にコンサルテー
ション・リエゾン活動が必要な理由について
レポートにまとめましょう。 
 

第 6 回 
5/16 
 

7 章 多職種協働と医療連携 
 

予習：7 章(p91-102)を読む。 
復習：チーム医療に関わる心理師に求められ
る知識と役割についてレポートにまとめまし
ょう。 
 

第 7 回 
5/23 
 

8 章 精神疾患の理解① 統合失調症 
 

予習：8 章(p104-119)を読む。 
復習：統合失調症の症状についてレポートに
まとめましょう。 
 

第 8 回 
5/30 
 

9 章 精神疾患の理解②  うつ病、双極性障害 
 

予習：9 章(p120-136)を読む。 
復習：うつ病と双極性障害の症状について自
分の言葉でレポートにまとめましょう。 
 

第 9 回 
6/6 
 

10 章 精神疾患の理解③  強迫症、不安症群 
 

予習：10 章（p137-152）を読む。 
復習： 強迫症と不安症群の症状について自
分の言葉でレポートにまとめましょう。 
 

第 10 回 
6/13 
 

11 章 精神疾患の理解④  適応障害 
 

予習：11 章(p153-162)を読む。 
復習：ACEｓについて自分の言葉でレポート
にまとめましょう。 
 

第 11 回 
6/20 
 

12 章 精神疾患の理解⑤  神経発達症群 
 

予習：12 章(p163-181)を読む。 
復習：神経発達症群の成因について自分の言
葉でレポートにまとめましょう。 
 

第 12 回 13 章 児童・思春期における心理的問題 予習：13 章(p182-191)を読む。 



6/27 
 

 復習：児童・思春期における心理的問題につ
いて自分の言葉でレポートにまとめましょ
う。 
 

第 13 回 
7/4 
 

14 章 女性の心理的問題 
 

予習：14 章(p192-203)を読む。 
復習：女性特有の心理的問題について自分の
言葉でレポートにまとめましょう。 
 

第 14 回 
7/11 
 

15 章 高齢期における心理的問題 
 

"予習：15 章(p204-221)を読む。 
復習：高齢者の心理的問題について自分の言
葉でレポートにまとめましょう。 
 

第 15 回 
7/25 

まとめとテスト 
授業のまとめと最終確認テストを行う。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG101-
A01 

2.科目名 経営学概論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 
基礎科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■目的 
 本科目では、経営学の各専門領域を本格的に学ぶ前段階として、経営学の全体像を学習し
ます。 
■概要 
 経営学は、組織のマネジメントを扱う経営学分野、組織間の取引関係を扱う商学分野、経
営を会計数字という視点から捉えようとする会計学分野に分けることができます。 
本科目では、経営学分野を学習します。商学分野は「マーケティング」という科目で学習し
ますので割愛します。会計学分野についても触れることができません。「商業簿記」や「財
務会計論」等の個別の科目で学習してください。 
 ３０回の授業のうち前半は教科書に沿 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力の学習
に関連しています。 
(1)経営学の概要を理解する。 
(2)経営の正解のない課題に対して、経営学の視点から自分なりの解を見出すことができ
る。 
(3)自分の考えを正確に伝えることができる。 
 

19.教科書・教材 
『経験から学ぶ経営学入門 第 2 版』上林憲雄、奥林康司、團泰雄、開本浩矢、森田雅也、
竹林明著、有斐閣（2018 年） 

20.参考文献 日経ビジネス（日経 BP 社）。その他必要に応じて提示します。 

21.成績評価 

・授業貢献：20% 学習目標(1),(2),(3)に対応 
・発表評価：40% 学習目標(1),(2),(3)に対応 
・総括試験：40％ 学習目標(1),(2),(3)に対応 
３項目全ての最低基準を満足した場合に評価します。 

22.コメント 

・大学での学びは自ら能動的におこなうものです。私の授業方針は「教えない授業」です。
教科書に書かれている説明や事例を、自分で読み込んで、みなさんの経験、知識を総動員し
て理解し、発表することによって力をつけていただきます。 
・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：木曜昼休み 
センターオフィスアワー：木曜１限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 
第３回 

１：ガイダンス 
   教科書の補章：経営学とは、授業の進め方、評
価方法の説明 
２：グループ編成、グループワークの進め方、発表方

・第１回と第２回は事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 



法の説明 
３：グループ演習：グループワークの進め方の演習 
 

第４回 
第５回 

経営学入門：第１章企業経営入門 
企業論：第２章企業 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第６回 
第７回 

企業形態論・企業統治論：第３章コーポレート・ガバ
ナンス 
経営戦略論：第４章経営理念と戦略 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第８回 
第９回 

経営管理論・経営組織論１：第５章組織形態 
企業間関係論：第６章組織間関係 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１０回 
第１１回 

⽣産管理論・技術管理論：第７章⽣産管理 
経営管理論・経営組織論２：第８章組織構造と職務設
計 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１２回 
第１３回 

組織行動論：第９章モチベーションとリーダーシップ 
人的資源管理論１：第１０章雇用システム 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１４回 
第１５回 

人的資源管理論２：第１１章報酬制度 
人的資源管理論３：第１２章人材育成制度 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１６回 
第１７回 

事例研究ガイダンス 
グループ演習 

・この回は事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１８回 
第１９回 

事例研究１（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 
事例研究２（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２０回 
第２１回 

事例研究３（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 
事例研究４（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２２回 
第２３回 

事例研究５（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 
事例研究６（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２４回 
第２５回 

事例研究７（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 
事例研究８（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２６回 
第２７回 

事例研究９（内容は日経ビジネスに掲載される記事に
依存） 
事例研究１０（内容は日経ビジネスに掲載される記事
に依存） 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２８回 
第２９回 

事例研究１１（内容は日経ビジネスに掲載される記事
に依存） 
事例研究１２（内容は日経ビジネスに掲載される記事
に依存） 

・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 



第３０回 
総括試験 
 

別途指示します。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG101-
M01 

2.科目名 経営学概論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 無し 

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
 企業経営の仕組や基本的な経営戦略を理解することができる。 
【授業概要】 
・経営学はどんな学問なのか 
・金儲けは正しいことなのか 
・現代社会の中にどんな企業があって、企業経営はどのように成り⽴っているか 
・どの業界でもたくさんの企業があり、競争が繰り広げられているが、その競争の中で経営
がうまくできている会社とうまくいかない企業の違いは何か 
 以上のことを具体的な事例を通して学修し、就職や起業の知識の土台を築く。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（5）コミュニケーション
スキル、の学修に関連している。 
具体的には、 
①経営学の領域と特徴を説明できる 
②経営資源の意義を理解し、特徴を説明できる 
③株式会社の仕組みを理解し、株主の責任や株主総会について説明できる 
④経営戦略とは何か、基本的な競争戦略はどのようなものがあるかを把握することができる 
⑤学修した知識を応用し、自分の興味を持つ業界や企業の競争戦略について、情報を収集し
分析することができる 
 

19.教科書・教材 加護野忠男等編著『1 からの経営学』(第 3 版)碩学社、2021 年 
20.参考文献 伊丹敬之、加護野忠男著『ゼミナール 経営学入門』（第 3 版）日本経済新聞社、2004 年 

21.成績評価 

・ワークシート・・・15 点 〈学習目標⑤に対応〉 
・第 1〜3 章の小テスト・・・15 点〈学習目標①〜④に対応〉 
・第 4〜6 章を対象に小テスト・・・20 点 〈学習目標⑤に対応〉 
・第 7〜9 章のテスト・・・20 点〈学習目標①〜⑤に対応 
・グループ・ワーク・・・30 点（グループワーク 20 点、個人ワーク 10 点） 〈学習目標
⑤に対応〉 

22.コメント 

・経営学は主に企業を研究対象とする⽣きた学問です。日頃から新聞の企業や経済に関する
記事を読みましょう  
・経営学概論は、秋学期に開講の『ファイナンス』と連携する。両科目では共通したグルー
プワークを展開し、同じ業界や企業分析を行います 
 

23.オフィスアワー 
春学期： 
水曜日昼休み センターオフィスアワー 
水曜日３限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



1 

オリエンテーション  
■ 講義内容、学習目標、目指す KUINS ベンチマー
ク、アサインメント、教科書及び参考書、評価方法 
■ Web class の説明 
■ 企業のことを知ろう 
〇ワークシート-01 図書館で気になる企業に関する
記事を一つ読んで、その内容を 300 字程度にまとめ
よう。 
 

★ワークシート-01 提出 
○第 1 章の予習(120 分) 
 

2-3 
 

〇グループ分け 
・役割分担を決める 
・グループ単位で各自調べた結果(ワークシート-01)
について発表 
→グループ代表の発表 
第 1 章 企業経営とは 
■ 企業、企業と各市場、情報的経営資源  
■ ケーススタディ：ユニクロ 
★個人ワーク＆グループワーク 
・グループ研究対象業界＆個人の研究対象企業を決め
る 
個人ワーク＆グループワーク用のファイルを作る 
・企業の HP などで情報を収集してください。 
各自の研究対象企業について最寄り 3 年間の売上、
利益、店舗数 or 従業員数を調べて、その結果を個人
研究ノート（P2）に 

〇企業の HP などで情報を収集してくださ
い。 
 各自の研究対象企業について最寄り 3 年間
の売上、利益、店舗数 or 従業員数を調べ
て、その結果を個人研究ノート P2 にまとめ
てください。(240 分) 
  
〇第 2 章の事例を予習（60 分） 
 

4-5 
 

第 2 章 経営学とは 
■ 広義・狭義の経営学 
■ 心理学などとの関係 
■ 経営学の面⽩さ・実践性 
■ 科学的管理・テイラー 
◎GW：業界 4 社の概要比較表を作成してください。 
 

○第 1 章の復習（120 分） 
○第 2 章の予習（90 分） 
◆次回も PC 持参 

6-8 

第 3 章 企業と会社 
■ GW1 の発表 
■ 会社の形態 
■ 株式会社の基本的な仕組み 
■ 株主総会 
 

★ワークシート-02 
 (Web class に提出） 
○第 3 章の復習と第 4 章事例の予習(90 分) 
○各自で研究対象企業の筆頭株主について調
べよう（120 分） 
→個人研究ノートに追加（P3) 
◎GW:業界 4 社の比較表を作ろう 
 

9,10 

第 4 章 企業とインプット市場との関わり 
■ 金融資本市場 
■ NISA 
■ 労働市場（日本的経営の三種の神器） 
 

◆PC 
○GW:4 社筆頭株主一覧表の作成 
○第 1 章から第 3 章までの復習。（240 分） 
 

11-12 
第 5 章 経営戦略とは 
■ 製品サービス市場 
■ 経営戦略の定義・階層性 

○ワークシート-03 
○第 5 章の復習（120 分） 
○各自の研究対象企業の経営戦略について調



■ ケーススタディ：富士フィルム 
■ 第１〜3 章の小テスト 

べよう。(240 分) 
→PPT 追加 
 

13-14 

第 6 章 競争戦略のマネジメント（1） 
■ ポーター：5 つの競争要因 
■ ３Ｃ分析 
■ ケーススタディ：ソフトバンクモバイル 
○ワークシート-04 
 

◆PC 
○第 6 章の復習(120 分) 
◎GW2-1 各グループの研究対象の業界競
争構造について分析しよう 
→PPT 追加 
 

15-16 

第 7 章 競争戦略のマネジメント（2） 
■ 3 つの基本戦略 
■ 事業システム 
■ ケーススタディ：スターバックス＆ドトールコー
ヒー 
 

◎GW2-2 業界内トップ 3 社はそれぞれどの
ような競争戦略をとっているのか分析しよ
う. 
→PPT 追加、中間発表準備 
（GW2 のプレゼンは次回講義中） 
 

17-18 
○ＧＷ2 のプレゼン（予定） 
 

◆PC 
○第 5-7 章の復習(240 分) 
→翌週小テストあり・ 
 

19-20 

第 8 章 多角化戦略のマネジメント 
■ 多角化戦略(市場のライフサイクル) 
■ M&A と提携 
○ワークシート-05 
■ 第 5〜7 章の小テスト 

◆PC 
○第 8 章の復習(240 分) 
 

21-22 

第 9 章 国際化のマネジメント 
■ グローバリゼーション 
■ 国際化の進展 
■ ケーススターディ：HONDA 
■ 第 5〜7 章の小テスト(予備日） 

○第 9 章の復習（120 分）  
各自の研究対象企業の国際経営について調べ
よう。（120 分） 
→PPT 追加 
 

23-24 
・復習 
・グループワークの集約 

○第 10 章の復習（120 分） 
 

25-26 ＧＷ3 最終プレゼンの作成と総まとめ ○ 今学期の総復習 
● プレゼン資料の作成（240 分） 

27-28 プレゼンテーション ・ＧＷプレゼン資料の修正と提出 
・個人ワークを e-ポートフォリオに提出 

29-30 
 

総括試験＆振り返り 
■ 総括試験 
■ 内容説明 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG101-
Y01 

2.科目名 経営学概論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 越知昌賜 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：この科目の目的は、経営の基礎である財務・組織・資本市場や企業のインプット・ア
ウトプットを学ぶとともに、事例研究を通じ経営戦略など経営の実務を学ぶことにある。 
概要：経営を行うその⺟体の領域は広く、金融、製造、個人商店・スーパー・コンビニなど
の流通、運輸、保険・観光その他サービス等多岐にわたる。また一般企業だけでなく学校や
病院、市町村・都道府県など自治体にも経営の概念が求められており、本講義ではそれら領
域を幅広く網羅する。 
日本では少子高齢化により市場規模が縮小する状況にある中、規模の確保を求めて経 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、学科の DP の（１）自⽴性、（４）問題発見・解決力、（５）コミュニ
ケーションスキル（6）専門的知識・技能の活用力に該当し、主眼はプレゼンテーションの
論理構築、構成力、表現力の習得にある。 
①経営の基礎である財務・組織・資本市場や企業のインプット・アウトプットを学ぶととも
に、事例研究を通じ経営戦略など経営の実務を学ぶ→（４）問題発見・解決力、（6）専門的
知識・技能の活用力 
②経営は商業・観光・製造・金融等多岐にわたるためそれぞれの経営手法について事例を通
じて学ぶ→（４）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力 
③各経営分野毎に提案型課題を課し、その成果について発表するとともに小グループで協
議・評価を行う→（１）自⽴性、（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキル 
④経営の実践トライアルとして、企業の事業・製品・サービスについての経営改善プロジェ
クトを最終課題として実施する→（１）自⽴性、（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケ
ーションスキル 
 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 
１．「１からの経営学」加護野・吉村 中央経済社 
２．「新しい経営学」三好宏冶 ディスカバー２１ 

21.成績評価 

１．講義内レポート及び期中での学習成果チェック 40％ 
２．講義及びワークの参加態度・発表内容 30％ 
３．最終課題レポートとプレゼンテーション 30％ 
定期試験は行わず、上記最終課題レポート及びプレゼンテーションが定期試験同等の評価と
なる。 
また単位認定には最終課題だけではなく講義毎に課す課題レポートの期限内提出が要件とな
る。 
 

22.コメント PC を必ず持参すること 
23.オフィスアワー 講義後及びネット対応随時 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
 

 
・ガイダンス 

講義の復習 
 



・コンプライアンスについて 

第２・３回 

２・企業構造（種別・組織・株式） 
３．企業組織の考察（ワーク） 
講義共通事項として、アクティブラーニングは「プレ
ゼンテーション」「グループワーク」「ディスカッショ
ン」が基礎となる 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（企業組織の調査） 
 

第４・５回 
４．企業とインプット（金融資本・労働） 
５．資金調達の研究（ワーク） 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（資金調達の研究） 

第６・７回 
６．企業とアウトプット（戦略・製品サービス） 
７．戦略とポジショニング（ワーク） 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（事業領域のポジショ
ニング） 

第８・９回 
８．スタートアップ企業 
９．スタートアップ研究発表・成果チェック 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（スタートアップ企業
の調査） 

第１０・１
１回 

１０．商業経営（商業の変遷・ショッピングセンター
研究） 
１１．地域の商業施設、課題と改善案（ワーク） 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（利用する商業施設の
調査・課題発見） 

第１２・１
３回 

１２．観光経営①観光資源とビジネス 
１３．地域の観光資源研究（ワーク） 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（地域の観光資源調
査） 

第１４・１
５回 

１４．観光経営②宿泊ビジネス 
１５．コロナ禍の⽣き残り戦略（ワーク） 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（宿泊するための仕掛
けを考える） 
 

第１６・１
７回 

１６．製造⽴地論 
１７．居住する都市への企業誘致（ワーク） 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（誘致したい製造業企
業を考察する） 

第１８・１
９回 

１８．物流⽴地論 
１９．アマゾン研究（ワーク） 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（アマゾンの研究とそ
の将来展望） 

第２０・２
１回 

２０．21．フィールドワーク 街づくりと町屋ホテ
ルの経営 
＊コロナの状況により座学への変更の可能性あり 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（たつの市の概要と伝
建地区） 

第２２・２
３回 

22．23．フィールドワーク 街づくりと町屋ホテル
の経営 
＊コロナの状況により座学への変更の可能性あり 
 

 
講義の復習 
ワークへの課題と準備（フィールドワークレ
ポート、ホテル経営の改善提案） 

第２４・２
５回 
 

２４．人口減少社会のインパクトと都市経営 
２５．自主財源の研究＋自主財源を増加させた都市事
例 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（居住する都市の財政
調査） 

第２６・２
７回 

２６．都市経営戦略＋最終課題説明 
２７．最終課題の中間発表 
 

講義の復習 
ワークへの課題と準備（最終課題のテーマ企
業または自治体及びその課題について） 



第２８・２
９・３０回 

２８．最終課題の準備作業 
２９．プレゼンテーション 
３０．プレゼンテーション・振り返り 
 

プレゼンテーション準備 
発表 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG101-
Y02 

2.科目名 経営学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

現代社会を形作る業務管理の方法・新製品の開発手法・モノの売り方などあらゆる仕組みは
会社がこの世に誕⽣したときから、全て今のように準備されていたわけではない。先人たち
が様々な問題に直面するたびにどのように対応すればよいのか試行錯誤を繰り返す中から少
しずつ整えられてきたのである。そしてその先人達の知恵の集大成が経営学である。本講義
ではこの経営学の基礎を習得すことを目的とする。方法として教科書を皆さんに読んでもら
い、ディスカッションしながら授業を進める。最終的には皆さんが経営学とは何かをプレゼ
ンできるレベルが到 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1)自⽴性、（４）問題発見、解決力、（６）専門知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 中川功一『日常が学びに変わる！経営学の本』（翔泳社、2019） 
アマゾン等で必ず購入しておくこと。 

20.参考文献  
21.成績評価 積極的授業参加度・発表 45％、総括試験 55％ 

22.コメント 
授業入中にマイクを回して順に教科書を読んでもらうので、必ず教科書を購入して持参する
こと。 

23.オフィスアワー 授業終了後又はメール 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
経営を巡る 21 世紀の変化 
柔軟さと革新の力が問われる「VUCA]の時代 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 2 回 経営するとは何の事なのか？ 
会社は人々が協力しあうための仕組み 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 3 回 
新しい事業を創造する「イノベーション論」（１） 
困りごとの解決で商品は⽣まれる 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 4 回 
新しい事業を創造する「イノベーション論」（２） 
商品、サービスのよいかたちはデザインとアートのど

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書



ちらか？ く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 5 回 
売れる仕組みをつくる「マーケティング論」（１） 
卸売業者は無駄か 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 6 回 売れる仕組みを作る「マーケティング論」（２） 
マーケティングの基本サイクルの回し方 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 7 回 
事業のかたちをつくる「事業システム論」（１） 
事業は９つの要素で作る 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 8 回 
事業のかたちをつくる「事業システム論」（２） 
あらゆる業界の業務効率化をかなえる手法 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 9 回 
会社の方針を描いて決める「経営戦略論」（１） 
まずは現状を知らないと始まらない 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 10 回 会社の方針を描いて決める「経営戦略論」（２） 
グローバルとマルチナショナルの違い 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 11 回 
自分の働き方を考える「組織行動論」（１） 
働く理由はお金とやりがいのどちら？ 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 12 回 
自分の働き方を考える「組織行動論」（２） 
自分の未来はどのようにデザインすべきか？ 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書



く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 13 回 
会社を動かす仕組みを知る「経営組織論」 
組織づくりの基本。人を動かす手段は 3 つある 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 14 回 総復習 
総括試験 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

第 15 回 
総復習 
総括試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG201-
M01 

2.科目名 経営戦略論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 「経営学概論」の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
 身近な企業の事例を通して、ビジネスの基礎知識として知っておくべき経営戦略を学習し
ていく。 
【授業概要】 
 戦略の定義および要素、自社の競争力や業界の競争構造を分析する手法として３C 分析と
SWOT 分析、ファイブフォーシズ分析、事業戦略としてのコスト・リーダーシップ戦略、差
別化戦略、集中戦略、更に、製品のライフサイクル別の戦略や市場ポジショニング戦略、自
社競争力を高めるためのコア・コンピタンスの構築、事業ドメインの考え方、経営資源の戦
略的配分（PPM)など、戦略の基本ツールや枠組みについて学 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（5）コミュニ
ケーションスキル、の学修に関連している。 
具体的には、 
・企業の情報収集、分析ができる 
・経営戦略の基本ツールや枠組みを理解することができる 
・経営環境の変化が企業に与える影響を理解することができ、基本的な戦略⽴案をすること
ができる 

19.教科書・教材 『一からの戦略論』（第２版）嶋口充輝他、中央経済社、2010 年 5 月 

20.参考文献 

1.競争戦略論〈1〉 (単行本)  
マイケル・E. ポーター (著), Michael E. Porter (原著), 竹内 弘高 (翻訳) 
ダイヤモンド社  
2.ゼミナール 経営学入門 ゼミナールシリーズ (単行本)  
伊丹 敬之 (著), 加護野 忠男 (著)  
日本経済新聞社 
3.経営戦略論 (単行本)  
石井 淳蔵 (著), 加護野 忠男 (著), 奥村 昭博 (著), 野中 郁次郎 (著)  
有斐閣 

21.成績評価 
①グループワーク：30 点 
②個人ワーク：20 点 
③総括試験：50 点 

22.コメント 
「経営学概論」の上位科目になります。自分の関心を持っている業界や企業の動向を常にチ
ェックしてください。 

23.オフィスアワー 

春学期： 
水曜日昼休み センターオフィスアワー 
水曜日３限 研究室オフィスアワー 
秋学期：  
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

オリエンテーション 
・経営戦略とは何か 
・授業の狙いと流れについて説明する 
 

○サイクルベースあさひについて調べよう
（120 分） 
○テキスト P2-11 の予習 （120 分） 

2 

序章 戦略とは 
・ケース：あさひ 
・戦略の定義 
・戦略の要素 
 

・ワークシート 1 

3 

第 1 章 業界の構造（1） 
・ケース：シャープ 
・ファイブ・フォーシズ 
 

・予習 第 1 章 90 分 
・ワークシート２ 

4 

第１章（2） 
・戦略グループ 
・移動障壁  
GW: ファイブ・フォーシーズ 
   トピックの要約 

・PC 持参 
・復習 
・次章の予習 
・研究対象企業の 3 年分データ 

5 

第 2 章 取り巻く環境（1） 
・ケース：トヨタ自動車 
・PEST 分析 
GW:PEST 分析 
 

・PC 持参 
・復習 

6 

第２章（2）３C 分析と SWOT 分析 
・３C 分析 
・SWOT 分析 
・KFS の導出と経営資源の展開 
Column2-1 かんばん方式 
Column2-2 カイゼン 
 

・グループワーク 
・次章の予習 

7 

第 3 章 基本戦略（1） 
・ケース：しまむら 
・基本戦略 
コスト・リーダーシップ戦略 
差別化戦略 
集中戦略 

・グループワーク 
・復習 

8 ＧＷ中間発表 
・プレゼン内容の修正 
・次章の予習 

9 

第 4 章 製品ライフサイクル別戦略 
・ケース：富士ゼロックス 
・製品ライフサイクル 
・製品ライフサイクル別の戦略定石 
Column4-1 さまざまな製品ライフサイクル 
Column4-2 採用者カテゴリー 
 

・復習 

10 第 5 章 市場地位別戦略 ・PC 持参 



・ケース：アサヒビール 
・市場地位の捉え方 
・市場地位別の戦略 
Column5-1 市場地位の逆転が起こる条件 
Column5-2 対象となる市場の選定 
 

・グループワーク 
・復習＆予習 

11 

第 6 章 リソース・ベースト・ビュー 
・ケース：富士フイルム 
・社内の経営資源の捉え方 
・コア・コンピタンス 
Column6-1 見えざる資産 
Column6-2 暗黙知と形式知 
 

・復習＆予習 

12 

第 7 章 事業システム 
・ケース：アスクル 
・事業システムに関わる諸概念 
・戦略的事業システムの構築 
Column7-1 価値連鎖 
Column7-2 専属的販売代理店 
 

・復習＆予習 
 

13 

第 8 章 事業領域 
・ケース：ふくや 
・事業領域 
・ドメイン定義の考え方 
 

・PC 持参 
・グループワーク 
・復習＆予習 

14 GW2 最終発表 
・PC 持参 
・グループワーク 
・復習＆予習 

15 総括試験 レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG212-
A01 

2.科目名 中小企業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 
専門科目 
（実務経験のある教員
による授業） 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 無し（経営学概論の履修済が望ましい） 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義 
（尼崎 C と神⼾山手 C の合同授業） 
（尼崎は対面、神⼾山手は遠隔授業） 
 

16.履修制限 無し 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、日本の中小企業の経営をマネジメントの視点から捉えることを目的とします。 
【概要】 
皆さんは「中小企業」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？ 
実は、日本の企業数の 99.7%が中小企業で、66.0%の人が中小企業で働いています。つま
り、中小企業は日本経済にとってとても大きな役割を果たしています。その中小企業の経営
を、経営学（マネジメント）の視点から考えながら学修します。 
・中小企業とは 
・中小企業の環境適応マネジメント 
・中小企業の資源統合マネジメント 
日本の中小企業の概況を理解し 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（４）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
① 日本の中小企業の概況を説明できる。 
② 中小企業経営における社外環境適応マネジメントについて説明できる。 
③ 中小企業経営における社内資源統合マネジメントについて説明できる。 
④ 日本の中小企業の特徴・課題・可能性を説明できる。 
 

19.教科書・教材 井上善海・木村弘・瀬⼾正則（編著）『中小企業経営入門』（第２版）中央経済社 2022 年 
20.参考文献 無し（授業の中で、必要に応じて紹介します） 

21.成績評価 

・授業への出席と積極的参加度（30 点）（毎回 2 点×15 回）〈学習目標①〜④に対応〉 
・各部ごとの小テストによる理解度（30 点）（小テスト１回 10 点×３回）〈学習目標①〜③
に対応〉 
・総括試験（40 点）〈学習目標①〜④に対応〉 

22.コメント 

・「経営学概論」の内容を再度確認しておくこと。 
・教科書を使用するので、毎回予習をしっかり行い授業に臨むこと。 
・予習で感じた疑問や興味を、授業を通じて積極的にディスカッションして理解につなげ
る。 
・授業におけるディスカッションに積極的に参加することで自らの考えをまとめていくこ
と。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日５時限（尼崎） 
センターオフィスアワー：⽕曜日３時限（尼崎） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション 
・「マネジメント」とは？ 
・「経営学概論」の振り返り 
なお、本科目におけるアクティブラーニングの種類
は、各回「ディスカッション／ディベート」になるの
で積極的に参加すること。 
 

準備学習：「経営学概論」で学んだことを振
り返り、「マネジメント」とはどのようなも
のなのか、自分なりの考え方をノートに書い
てくる。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 2 回】 
第Ⅰ部：中小企業とは 
第１章：中小企業の特性 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 3 回】 第Ⅰ部：中小企業とは 
第２章：中小企業の歴史 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 4 回】 
第Ⅰ部：中小企業とは 
第４章：中小企業問題と中小企業政策 
◆小テスト（第Ⅰ部：中小企業とは） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
◆授業後半に小テストを実施 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 5 回】 
第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第５章：経営環境の変容と戦略マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 6 回】 第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第６章：分業構造の変容と下請マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 7 回】 
第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第７章：企業間関係の変容とネットワーク・マネジメ
ント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 



授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 8 回】 
第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第８章：産業構造の変容と地域産業マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 9 回】 

第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第９章：世界市場の変容とグローバル・マネジメント 
◆小テスト（第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメン
ト） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
◆授業後半に小テストを実施 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 10 回】 第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 10 章：人材難と組織・人材マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 11 回】 
第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 11 章：後継者難と事業継承マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 12 回】 
第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 12 章：研究開発力不足と製品開発マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 13 回】 
第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 13 章：既存事業の衰退と事業開発マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 14 回】 第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 準備学習：教科書を利用するので、各回の授



第 14 章：資金難と財務マネジメント 
◆小テスト（第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメン
ト） 

業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
◆授業後半に小テストを実施 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 15 回】 
・総括試験（手書きノートのみ持ち込みを認める） 
・まとめと振り返り 

準備学習：自分ノートを利用して 14 回の授
業内容を再確認する。 
総括試験では、各自が作成した手書きノート
のみ持ち込みを認める。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG212-
Y71 

2.科目名 ビジネスプレゼンテーション１ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門教育科目/国際ビジ
ネスの実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
2 年⽣以上（2021 年度
入学⽣以前） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

統計学、コンピュタリテラシー、リサーチ
入門、経営学概論、マーケティング論、発
想法を履修済みであることが望ましい。ま
た、ビジネスモデルデザイン、思考法、マ
ーケットリサーチを併行して履修すること
が望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義 
アクティブラーニング導入科目（ブレス
ト、ディスカッション、プレゼンテーショ
ン） 

16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】ビジネスシーンでは、様々なプレゼンテーションが日々行われています。市場や取
引先、競合他社、進出先の地域や国に関する調査結果の報告、新規企画の提案、新たな商品
やサービスの提案など、社内稟議あるいは取引先や顧客への提案において求められるのはわ
かりやすく、説得力のあるプレゼンテーションです。 
本科目では、効果的なプレゼンテーションを行う上で必要となる知識とスキルに加え、その
背景にある行動心理や異文化理解、他者貢献といった要素についての理解も身につけること
を目的としています。 
【概要】授業では、講義に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の(1) 自律的で主体的な態度 （自律
性）、（４）問題発見・解決力、（６）専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
学修目標は次の通りです。 
①プレゼンテーションの目的の明確化とターゲティングを実践できる。 
②コンセプトメイキングを実践できる。 
③プロファイリングを実践できる。 
④ストーリーボードを作成できる。 
⑤ビジュアルデザインを実践できる。 
⑥わかるやすく印象に残るプレゼンテーションを行うことができる。 
⑦ブレスト、ディスカッションに参加し、貢献することができる。 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 
20.参考文献 ・「影響力の武器」/2014/ロバート・B・チャルディーニ影響力の武器[第三版]/誠信書房 

21.成績評価 

課題 1 コアアイデアを発想する。…10 点【学修目標①に対応（ルーブリックにより評価）】 
課題２プロファイリングの作成…10 点【学修目標③に対応（ルーブリックにより評価）】 
課題３コンセプトメイキング…10 点【学修目標②⑦に対応（ルーブリックにより評価）】 
課題４ストーリーボードの作成…10 点【学修目標④に対応（ルーブリックにより評価）】 
課題５ビジュアルデザイン…10 点【学修目標⑤に対応（ルーブリックにより評価）】 
課題６プレゼン資料の作成とプレゼンテーション…40 点【学修目標⑥に対応（ルーブリッ
クにより評 



22.コメント 

・PC を必ず持参して下さい。 
・授業中の個人ワーク、ブレスト、ディスカッションなどのグループワークを多用しますの
で、積極的に議論に参加して下さい。 
・ppt（パワーポイント）、エクセルのスキルが求められます。 

23.オフィスアワー 木曜日（４限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

《イントロダクション》 
①講義・質疑応答：授業目的、学習目標、評価方法、
評価基準について理解しましょう。 
《ブロック１》プレゼンテーションの準備 
①講義：「目的の明確化とターゲッティング」
clarification & targeting 
プレゼンテーション用資料の作成の前に、何のため
に、誰にという二つのポイントを明確にしておくこと
が必要になります。 
ビジネスシーンでのプレゼンテーションの様々な事例
を紹介しながら、目的とターゲットについて整理する
ことの重要性を理解しましょう。 

 

第 2 回 

《ブロック１》プレゼンテーションの準備 
①講義：「アイデア・デザイン」 
発散思考と収束思考を繰り返しながら、与えられた条
件の中で、豊かなアイデアを⽣み出していくデザイン
思考の方法を学びます。 
②グループワーク：ブレストを繰り返し、今後の授業
材料となるコア・アイデアを作りましょう。 

【課題①】 
コアアイデアを発想する。 

第 3 回 

《ブロック１》プレゼンテーションの準備 
①講義：「プロファイリング」 
ターゲティングで重要なのは、対象者がどのような人
なのかを徹底的に明らかにし、その上で、その対象者
に最も効果的な方法を取ることです。行動心理学の基
本理論を参考にしながらプロファイリングの基本理論
とスキルを学びましょう。 
②グループワーク：ディスカッションしながら、特定
の人物のプロファイリングシートを作成してみましょ
う。 

【課題②】 
プロファイリングの作成 

第 4 回 

《ブロック 1》プレゼンテーションの準備 
①講義：「コンセプト・メイキングとインパクト・メ
ッセージ」 
プレゼンテーションの核は何か、つまり、これさえ納
得してもらえれば実現に向けて前進したといえるとい
うポイントを明確にすることが重要です。また、その
コンセプトを一言で簡潔に伝える印象的なメッセージ
が必要となります。 
コンセプトメイキングの理論とスキルを学びます。 

 

第 5 回 

《ブロック 1》プレゼンテーションの準備 
①グループワーク：「コンセプトメイキング」 
個人ワークとブレストを通じてコンセプトメイキング
にチャレンジしてみましょう。 

【課題③】 
コンセプトメイキング 
 



第 6 回 

《ブロック２》プレゼン資料を作る 
①講義：「スライドの構成」 
全体の構成、各項目の見出し、配置、全体の流れ（ス
トーリー）をどう企画すればよいのか、図解により全
体の構成を一つの流れの中に配置する方法を学びま
す。 
②個人ワーク：「ストーリーボード」 
ストーリボードを作成し、構成案を固めて行きます。  
 

【課題④】 
ストーリーボードの作成 
 

第 7 回 

《ブロック２》プレゼン資料を作る 
①講義：「ビジュアル化とカラーリング、フォント」 
テキストや表やグラフ、チャート、写真を効果的に使
うための考え方とスキルを学びます。 
 

 

第 8 回 

《ブロック２》プレゼン資料を作る 
①個人ワーク：「ビジュアル化とカラーリング」 
どのグラフや表をどの部分に使うのかをよく考えて、
ストリートボードを作成し、構成案を固めて行きま
す。 

【課題⑤】 
ビジュアルデザイン 

第 9 回 

《ブロック２》プレゼン資料を作る 
①講義とディスカッション：「ナマ企画書を見る！」 
現実のナマ企画書を見ながら、その優れた点、改善の
余地がある点などをディスカッションしましょう。 

 

第 10 回 

《ブロック 3》伝わる話し方 
①講義とディスカッション：相手に伝わる話し方につ
いて考えてみましょう。口下手でもあがり症の人で
も、相手に交換を持たれ説得できる話し方のポイント
を学びます。 

 

第 11 回 

《ブロック 3》伝わる話し方 
①グループワーク：伝わる話し方のポイントをおさえ
ながら実践してみましょう。実践後、お互いに建設的
な意見交換でよりよい話し方へと進化させます。 
※事前にプレゼン資料を渡しますので、それを基に話
してみましょう。 

 

第 12 回 
《ブロック 3》伝わる話し方 
①発表＆評価：各自、プレゼンを行います。みんなで
評価し合い、さらなるスキルアップをめざします。 

 

第 13 回 
《ブロック４》プレゼンテーション 
①個人ワーク：プレゼン資料の作成を行います。 

【課題⑥】プレゼン資料の作成とプレゼンテ
ーション 

第 14 回 
《ブロック４》プレゼンテーション 
①個人ワーク：プレゼン資料の作成を行います。  
 

 

第 15 回 
《ブロック４》 
①発表+審査：プレゼンテーションを行ってもらい、
審査・評価・講評を行い、最優秀作品を選定します。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG301-
A01 

2.科目名 国際経営論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■ 経済のグローバル化の進展に伴い、企業の経営活動の範囲がますます拡がり、ヒト・モ
ノ・カネ・情報の国境を超えた交流(流れ)が盛んに行われている。 
■ 多国籍企業による対外直接投資は、本国だけではなく、進出先の国や地域に経済、文
化、政治などさまざまな影響を与えている。また、企業の経営も国内にとどまった時と大き
く変化している。 
■ COVID-19 感染拡大の終息が見通せない中、自然環境の大きな変化、ウクライナ情勢な
ど政治・経済の混迷等により、「VUCA な時代」がつづくと思われる。 
■ 本講義では、近年の激動す 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

企業の国際経営に関わる基本的な理論を理解し、国境を越えて経営活動を行う際に起こり得
る問題及びその対応策について考察し、将来のビジネス現場で、臨機応変的な対応ができる
ようなる。 

19.教科書・教材 
はじめての国際経営 (初版)  有斐閣 2015 年 
中川 功一 (著), 林 正 (著),多田 和美 (著),大木 清弘(著） 

20.参考文献 講義において都度提示する 

21.成績評価 

■ 講義ノート提出 ･････ 20%  
「国際経営論」専用のノート（A4 版）を準備して、毎回の講義ノートを以下の項目に従っ
て作成する。 
 1) Expectation（予習を通じての講義への期待） 
 2) Summary & Key Words（講義内容のまとめ） 
 3) Reflection & Questions（振り返り：分かったこと、分からなかったこと。よかった
こと、よくなかったこと。） 
 4) アサインメント（宿題） 
■ 研究対象企業の国際事業展開に関する ppt 資料作成 ･････ 25% 
■ 

22.コメント 

本講義では、講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業におけるマ
ネジメント経験と、現在行っているビジネス・コンサルテーション経験をベースに、グロー
バル・ビジネスの最前線における経営（マネジメント）について、具体的な事例研究を交え
て講義する。 

23.オフィスアワー 月曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】
4/11 

■ オリエンテーション 
■ 講義内容：講義概要、学習目標、評価方法等 
 

■「国際経営論」専用のノート（A4・横書
き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート
にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 
■ 課題：グローバルに事業展開を行ってい
る上場企業の中から興味がある１社を研究対



象企業として選ぶ。その企業概要を調べ、ノ
ートにまとめる。 
 

【第 2 回】
4/18 

■ 国際経営の基礎(1)  
第 1 章：国際経営とは何か  
 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業の国際事業展開について分析する
(1) 

【第 3 回】
4/25 

■ 国際経営の基礎(2) 
第 2 章：海外直接投資の理論 
 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業の国際事業展開について分析する
(2)  
 

【第 4 回】
5/2 

■ 国際経営の基礎(3) 
第 3 章：多国籍企業による国際競争の歴史 
 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業の国際事業展開について分析する
(3) 
 

【第 5 回】
5/9 

■ 国際経営の基礎(4) 
第 4 章：多国籍企業の組織デザイン 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業の国際事業展開について分析する
(4) 
  
 

【第 6 回】
5/16 

■ 国際経営の基礎(5) 
第 5 章：トランスナショナル経営 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業の国際事業展開について分析する
(5) 

【第 7 回】
5/23 

■ 国際経営の基礎(6) 
第 6 章：海外子会社の経営 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業の国際事業展開について分析する
(6) 

【第 8 回】
5/30 

■ 前半講義の振り返り：国際経営の基礎 
 

■ 課題：研究対象企業の「国際事業展開」
について、PowerPoint プレゼンテーション
資料を作成し、WebClass に提出する（詳細
は講義で指示する）。 
■ 第 1 回ノート提出 

【第 9 回】
6/6 

■ 国際経営の実践(1) 
第 7 章：国際マーケティング 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業のさらなる国際化に向けて提言する
(1) 

【第 10 回】
6/13 

■ 国際経営の実践(2) 
第 8 章：ものづくりの国際拠点展開 
 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業のさらなる国際化に向けて提言する
(2)  
 

【第 11 回】
6/20 

■ 国際経営の実践(3) 
第 9 章：研究開発の国際化 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業のさらなる国際化に向けて提言する
(3)  
 

【第 12 回】
6/27 

■ 国際経営の実践(4) 
第 10 章：国際的な人的資源管理 
 

■ 課題：本日の講義内容を踏まえて、研究
対象企業のさらなる国際化に向けて提言する
(4)  
 

【第 13 回】
7/4 

■ 国際経営の実践(5) 
第 11 章：国際パートナーシップ 

■ 課題：研究対象企業の「さらなる国際
化」に向けてのこれまでの提言を、レポート



 としてノートにまとめる。 
■ 第 2 回ノート提出 

【第 14 回】
7/11 

■ 国際経営の実践(6) 
第 12 章：日本企業のさらなる国際化のために 

■ e-Portfolio に「振り返り」を投稿す
る。 

【第 15 回】
7/25 

■ 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG301-
M01 

2.科目名 国際経営論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 「経営学概論」の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
○経済のグローバル化の進展に伴い、企業の経営活動の範囲がますます拡がり、ヒト・モ
ノ・カネ・情報の国境を超えた交流(流れ)が盛んに行われている。 
○多国籍企業による対外直接投資は、本国だけではなく、進出先の国や地域に経済、文化、
政治などさまざまな影響を与えている。また、企業の経営も国内にとどまった時と大きく変
化している。 
○本講義では、近年の激動する国際環境のトレンドを踏まえながら、できるだけ事例の解説
を通じて、企業の国際経営に関わる基本的理論と最新課題について体系的に説明する。 
【授業の概 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解、の学修
に関連している。 
具体的には、 
・国際ビジネスの歴史的推移と現状を把握する 
・企業の国際経営に関わる基本的な理論を理解できる 
・国境を越えて経営活動を行う際に起こり得る問題を想定できる 
・将来のビジネス現場で、臨機応変的な対応ができるようになる 
 

19.教科書・教材 
適宜配布する（Web class に掲載） 
 

20.参考文献 
理論とケースで学ぶ国際ビジネス (4 訂版)  
江夏 健一 (著), 桑名 義晴 (著), IBI 国際ビジネス研究センター (著) 

21.成績評価 

ワークシート：40 点 
GW プレゼンテーション：30 点 
期末レポート：30 点 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

春学期： 
水曜日昼休み センターオフィスアワー 
水曜日３限 研究室オフィスアワー 
秋学期：  
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
講義内容：講義概要、学習目標、評価方法等 
 

○個人ワーク：①講義ノート、教科書を用意
する。②興味ある多国籍企業を 1 社選び、
HP などでその会社の国際事業展開について
調べてみよう。 （120 分） 



 

国際ビジネスとは(1)  
講義内容：グローバル時代、海外直接投資 
  
ワークシート 1 

○個人ワーク： 教科書 P16-Review & 
Discussion (1)   *各自の研究対象企業につ
いて分析しよう。（90 分） 

 
国際ビジネスとは(2) 
講義内容：多国籍企業の定義 
 

○個人ワーク： 教科書 P16-Review & 
Discussion (3)   *各自の研究対象企業につ
いて分析しよう。（90 分） 
 

 
国際ビジネスの歴史（1） 
講義内容：多国籍企業の成⽴と海外展開 
 

○ 個人ワーク：教科書 P17-24 を読んで、
P30 の Review & Discussion(1)について考
えよう。（90 分） 
 

 

多国籍企業と国家(1)  
講義内容：多国籍企業と国家の関係 
ワークシート 2 
 

○ 個人ワーク：第 3 章の内容を復習し、教
科書 P40-Review & Discussion の①につい
て、自分の研究対象企業、もしくはその企業
の属する業界について考えよう。（90 分） 
 

 
多国籍企業と国家(2) 
講義内容：⽴地優位性とバーゲニング 
 

○ 個人ワーク：第 3 章の内容を復習し、教
科書 P40-Review & Discussion の②につい
て、自分の研究対象企業、もしくはその企業
の属する業界について考えよう。（90 分） 

 

多国籍企業の CSR 
講義内容：グローバルな CSR とは、多国籍企業の
CSR 
ワークシート 3 

○ 個人ワーク：教科書 P66-72 を一読し、
それを参考に研究対象企業の CSR を調べて
みよう。（120 分） 

 
グローバル競争戦略(1) 
講義内容：市場のグローバル化、競争優位の源泉 
 

○個人ワーク：教科書 P87-Review & 
Discussion（1）*各自の研究企業を対象に 
 （90 分） 

 
グローバル競争戦略(2) 
講義内容：グローバル戦略の⽴案と構築 
ワークシート 4 

○個人ワーク：教科書 P87-Review & 
Discussion（2）*各自の研究企業を対象に 
（90 分） 
 

 
国際マーケティング-1 
講義内容：国際市場細分化戦略と標的市場の設定 
 

◎グループワーク：日本に進出している外国
企業（グループごとに 1 社）のマーケティ
ング戦略についてまとめよう。(120 分) 
プレゼン＆レポート：『○○社の国際マーケ
ティング戦略』、詳細用件は Web class 参
照。 
 

 
国際マーケティング-2 
講義内容：国際市場参入方式の選択、製品戦略 
 

◎グループワーク（続き）(120 分) 

 
国際戦略提携と M&A(1) 
講義内容：競争と協調、戦略提携のタイプ 
 

○個人ワーク：教科書 P99-Review & 
Discussion（1）  (90 分) 
 

 
国際戦略提携と M&A(2) 
講義内容：国際戦略提携のマネジメント 

◎グループワーク（続き） 
（120 分） 



 

 ・復習 
・グループワークまとめ 

・発表資料の修正と提出 
・個人レポート作成（240 分） 

 プレゼンテーション ○個人レポート提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG302-
A01 

2.科目名 コンプライアンス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 
展開科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■目的 
 企業不正の事例をもとに、コンプライアンスの重要性について学びます。 
■概要 
 コンプライアンスとは、一般に「法令遵守」のことですが、法律さえ守っていれば何をや
ってもよい、ということにはなりません。違法でなくても社会から批判を浴びることもあり
ます。コンプライアンスで問題を起こすと、企業はそれまで培ってきた信頼を一瞬のうちに
失うこととなり、結果として企業の存続自体ができなくなることさえあります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力、の学
習に関連しています。 
(1)コンプライアンスの基礎を理解する。 
(2)企業の不正に対して、コンプライアンスの視点から自分なりの考えを持つことができ
る。 
(3)自分の考えを正確に伝えることができる。 
 

19.教科書・教材 『事例でみる企業不正の理論と対応』八田進二 (監修), 株式会社ディー・クエスト、一般社
団法人日本公認不正検査士協会 (編集)、同文舘出版 (2011 年) 

20.参考文献 必要に応じて提示します。 

21.成績評価 

授業貢献：20% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
発表評価：40% 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
総括試験：40％ 学習目標(1)、(2)、(3)に対応 
全項目の最低基準を満足した場合に評価します。 

22.コメント 

・大学での学びは自ら能動的におこなうものです。私の授業方針は「教えない授業」です。
教科書に書かれている説明や事例を、自分で読み込んで、みなさんの経験、知識を総動員し
て理解し、発表することによって力をつけていただきます。 
・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：木曜昼休み 
センターオフィスアワー：木曜１限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ 
ガイダンス：コンプライアンスとは、授業の進め方、
評価方法の説明 

・事前課題はありません。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

２ 
グループ編成、グループワークの進め方、発表方法説
明 

・ノートＰＣ持参のこと。 

３ 発表スケジュール確定、グループワーク 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 



４ グループ発表：不正のトライアングル 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

５ グループ発表：事例１・反社会的勢力との取引 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

６ グループ発表：事例２・従業員による横領 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

７ グループ発表：事例３・会計不正 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

８ グループ発表：事例４・個人情報漏えい 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

９ グループ発表：事例５・インサイダー取引 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１０ グループ発表：事例６・食品偽装 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１１ グループ発表：事例７・循環取引 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１２ グループ発表：事例８・行政機関の不正経理 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１３ グループ発表：事例９・医療過誤 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１４ グループ発表：事例１０・労基法違反 
・発表があたっているグループは、期限まで
に発表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

１５ 総括試験 別途指示します。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG305-
M01 

2.科目名 セーフティマネジメント論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
(防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目) 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学科、心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

3・４年⽣は、人間学Ⅱおよび「地域防災
減災論」単位取得が望ましい。 
｢地域防災減災論｣未受講の学⽣（主に２年
⽣）は、今学期金曜２限の地域防災減災論
との同時受講が望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、ワークショップ 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

具体的な各種の危機事案対応などを通じて、「地域防災減災論」で学んだ防災・減災につい
ての体系的な知識をさらに深め、災害をイメージする力をより高めることにより、様々な危
機に対する事前対策、予防、対応など、社会のいかなる分野においても有効となる安全・安
心を担保する力を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

安全・安心社会の実現に向けて必要となる法体制、組織体制、自助・共助・公助の関係な
ど、防災・減災の総合的な知識、技量を身につける 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物（WebClass）：50% 
総括試験(レポート）：50% 
 

22.コメント 

地域防災減災論で学んだ基礎的な自然災害に対する知識に加えて、犯罪や事故など、他の危
機事象も含めた災害対応経験者からの話により、様々な危機事象を人ごとではなく自分の身
にも起こりうることであることを感じてください。そして、様々な危機をイメージして、果
敢に⽴ち向かう力を身につけてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【金曜 3
限】 
第１回 
(4/8) 

セーフティマネジメント総論 
<安全安心を脅かすリスク> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦<三木> 
   
 

☆毎回、WebClass により履修内容の確認を
します。 
授業資料は WebClass で電子配布するの
で、ノート PC かタブレットを持参のこと
(スマホでも可） 
※ 2〜14 回も同様 
 

第２回 
(4/15) 

防災法制度① <災害対策基本法/災害救助法> 
講師：東京大学⽣産着 j つ研究所ﾘｻｰﾁﾌｪﾛｰ/ 
   兵庫県広域防災センター 田中健一<三木> 
   関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 
 

 

第 3 回 防災法制度② <災害法制度の運用他>   



(4/22) 講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦（三木） 
 

第 4 回 
(5/6) 

身近な犯罪と防犯<日常⽣活の安全・安心を突然脅か
す、身近に忍び寄る犯罪とその防止策を学ぶ> 
講師：関⻄国際大学 村田昌彦（三木） 
 

 

第 5 回 
(5/13) 

災害時避難行動要支援者対策<障がい者、高齢者、外
国人など> 
講師：吹田市総務部 危機管理室⻑ 有吉 恭子<遠隔
> 
           関⻄国際大学 村田昌彦（コメント：三
木） 
 

 

第 6 回 
(5/20) 

災害ボランティア <災害事例をベースに、望ましい
ボランティア活動の仕組み、活動内容について学ぶ> 
講師：高橋守雄（全国災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援機構 代表理
事)<三木> 
           関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 

 

第 7 回 
(5/27) 

兵庫県の防災危機管理 
講師；兵庫県広域防災センター⻑ 河本 要 <三木
>、 
   関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 
 

 

第 8 回 
(6/3) 

消防と救命救急体制<平時における安全･安心の確
保、災害時の被災地、被災者対応に重要な役割を担う
消防防災のシステムについて学ぶ> 
講師：現代社会学部社会防災学科教授 松山 雅洋 
<山手> 
   村田昌彦（コメント：三木） 
 

 

第 9 回 
(6/10) 

こころのケア<災害被災者、救助者に対するこころの
ケアについて学ぶ> 
講師：関⻄国際大学人間心理学科教授 道免 逸子<
遠隔> 
           村田昌彦（コメント） 
 

 

第 10 回 
(6/17) 

犯罪心理について<安全安心を脅かす犯罪者の心理、
災害発⽣時の犯罪の増加傾向と、その有効な対策につ
いて学ぶ> 
講師：関⻄国際大学 人間心理学科教授 髙橋浩樹<
山手> 
           村田昌彦（コメント） 
 

 

第 11 回 
(6/24) 

被災者心理について<災害発⽣時における被災者の心
理状況、パニック発⽣、風評被害、警報が出てもなか
なか避難しない人々をいかに避難させるか、また、災
害時の犯罪発⽣などについて学ぶ> 
講師：前関⻄国際大学人間心理学科教授 ⻄岡敏成<

 



三木> 
   関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 
 

第 12 回 
(7/1) 

大規模事故ほかの危機事案対策<災害対策基本法が所
管する大規模事故災害ほか、新型インフルエンザ、国
⺠保護事案などの危機事案について実例などから学ぶ
> 
講師：兵庫県災害対策局 多鹿雅彦<山手> 
   村田昌彦（コメント：三木） 
     ＜調整中＞ 
 

 

第 13 回 
(7/8) 

災害とマスメディア<災害発⽣時におけるマスコミと
行政との効果的な協力による情報収集や広報につい
て、実際の災害報道などから学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦＜三木＞ 

 

第 14 回 
(7/15) 

セーフティマネジメント演習 
<自然災害に対するﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを確認して、自宅・実
家等の潜在リスクを各自で調べる。避難所に避難した
際に、どのような困難に直面するか、グループで議論
する。> 
講師：関⻄国際大学 村田昌彦<三木> 

 

第 15 回 
(7/22) 

総括レポートの提出 
講師：関⻄国際大学 村田昌彦<三木>  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MNG305-
y01 

2.科目名 セーフティマネジメント論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
(防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目) 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学科、心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

3・４年⽣は、人間学Ⅱおよび「地域防災
減災論」単位取得が望ましい。 
｢地域防災減災論｣未受講の学⽣（主に２年
⽣）は、今学期金曜２限の地域防災減災論
との同時受講が望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、ワークショップ 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

具体的な各種の危機事案対応などを通じて、「地域防災減災論」で学んだ防災・減災につい
ての体系的な知識をさらに深め、災害をイメージする力をより高めることにより、様々な危
機に対する事前対策、予防、対応など、社会のいかなる分野においても有効となる安全・安
心を担保する力を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

安全・安心社会の実現に向けて必要となる法体制、組織体制、自助・共助・公助の関係な
ど、防災・減災の総合的な知識、技量を身につける 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物（WebClass）：50% 
総括試験(レポート）：50% 
 

22.コメント 

地域防災減災論で学んだ基礎的な自然災害に対する知識に加えて、犯罪や事故など、他の危
機事象も含めた災害対応経験者からの話により、様々な危機事象を人ごとではなく自分の身
にも起こりうることであることを感じてください。そして、様々な危機をイメージして、果
敢に⽴ち向かう力を身につけてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【金曜 3
限】 
第１回 
(4/8) 

セーフティマネジメント総論 
<安全安心を脅かすリスク> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦<三木> 
   
 

☆毎回、WebClass により履修内容の確認を
します。 
授業資料は WebClass で電子配布するの
で、ノート PC かタブレットを持参のこと
(スマホでも可） 
※ 2〜14 回も同様 
 

第２回 
(4/15) 

防災法制度① <災害対策基本法/災害救助法> 
講師：東京大学⽣産着 j つ研究所ﾘｻｰﾁﾌｪﾛｰ/ 
   兵庫県広域防災センター 田中健一<三木> 
   関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 
 

 

第 3 回 防災法制度② <災害法制度の運用他>   



(4/22) 講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦（三木） 
 

第 4 回 
(5/6) 

身近な犯罪と防犯<日常⽣活の安全・安心を突然脅か
す、身近に忍び寄る犯罪とその防止策を学ぶ> 
講師：関⻄国際大学 村田昌彦（三木） 
 

 

第 5 回 
(5/13) 

災害時避難行動要支援者対策<障がい者、高齢者、外
国人など> 
講師：吹田市総務部 危機管理室⻑ 有吉 恭子<遠隔
> 
           関⻄国際大学 村田昌彦（コメント：三
木） 
 

 

第 6 回 
(5/20) 

災害ボランティア <災害事例をベースに、望ましい
ボランティア活動の仕組み、活動内容について学ぶ> 
講師：高橋守雄（全国災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援機構 代表理
事)<三木> 
           関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 

 

第 7 回 
(5/27) 

兵庫県の防災危機管理 
講師；兵庫県広域防災センター⻑ 河本 要 <三木
>、 
   関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 
 

 

第 8 回 
(6/3) 

消防と救命救急体制<平時における安全･安心の確
保、災害時の被災地、被災者対応に重要な役割を担う
消防防災のシステムについて学ぶ> 
講師：現代社会学部社会防災学科教授 松山 雅洋 
<山手> 
   村田昌彦（コメント：三木） 
 

 

第 9 回 
(6/10) 

こころのケア<災害被災者、救助者に対するこころの
ケアについて学ぶ> 
講師：関⻄国際大学人間心理学科教授 道免 逸子<
遠隔> 
           村田昌彦（コメント） 
 

 

第 10 回 
(6/17) 

犯罪心理について<安全安心を脅かす犯罪者の心理、
災害発⽣時の犯罪の増加傾向と、その有効な対策につ
いて学ぶ> 
講師：関⻄国際大学 人間心理学科教授 髙橋浩樹<
山手> 
           村田昌彦（コメント） 
 

 

第 11 回 
(6/24) 

被災者心理について<災害発⽣時における被災者の心
理状況、パニック発⽣、風評被害、警報が出てもなか
なか避難しない人々をいかに避難させるか、また、災
害時の犯罪発⽣などについて学ぶ> 
講師：前関⻄国際大学人間心理学科教授 ⻄岡敏成<

 



三木> 
   関⻄国際大学 村田昌彦（コメント） 
 

第 12 回 
(7/1) 

大規模事故ほかの危機事案対策<災害対策基本法が所
管する大規模事故災害ほか、新型インフルエンザ、国
⺠保護事案などの危機事案について実例などから学ぶ
> 
講師：兵庫県災害対策局 多鹿雅彦<山手> 
   村田昌彦（コメント：三木） 
     ＜調整中＞ 
 

 

第 13 回 
(7/8) 

災害とマスメディア<災害発⽣時におけるマスコミと
行政との効果的な協力による情報収集や広報につい
て、実際の災害報道などから学ぶ> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦＜三木＞ 

 

第 14 回 
(7/15) 

セーフティマネジメント演習 
<自然災害に対するﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを確認して、自宅・実
家等の潜在リスクを各自で調べる。避難所に避難した
際に、どのような困難に直面するか、グループで議論
する。> 
講師：関⻄国際大学 村田昌彦<三木> 

 

第 15 回 
(7/22) 

総括レポートの提出 
講師：関⻄国際大学 村田昌彦<三木>  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK101-
A01 

2.科目名 マーケティング 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤勝洋 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

 本講義では、マーケティングの基礎理論、特にマーケティングの視点を体得することを目
的としている。マーケティングは、様々な製品やサービス、そして企業戦略の重要な指針で
あり、活動であり、今後の様々な学修に大きく影響する。 
 そのため、授業中は事例紹介を交えながらできるだけ、分かり易く説明を行う。また、講
義では単なる座学ではなく、ほぼ毎回、グループワークや個ワーク本講義は、３つの構成要
素が盛り込み、学びの目標を明確して、多面的にメリハリのついた学習できるようになって
いる。 
 なお、テキストは毎回、次週の章を読み 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．マーケティングの専門用語が理解できる＝知的好奇心 
２． 組織の課題について、マーケティングの視点で分析できる＝思考／判断力 
３．マーケティングのテーマ（社会現象）について理解できる＝情報収集／発見力 

19.教科書・教材 

石井 淳蔵・ 廣田 章光 『1 からのマーケティング（第 4 版）』碩学舎 ,2019 年 
ISBN：978-4-502-32771-1 
定価：本体 2,400 円＋税 
＊確認テスト等は、このテキストから出題されます 

20.参考文献 別途、紹介する。 

21.成績評価 

本講義の到達目標を確認するため、下の 4 つの方法と視点から理解度を計り、単位を出し評
価を行う。 
(1)授業中の振り返り問題：15 点 
(2)授業中のワーク：15 点 
(3)中間レポート「光ライティングシステムの分析」：20 点 
(4)総括試験「マーケティングの概念を理解していることと、それを用いた企業や商品の分
析」：40 点 
(5)e-ポートフォリオ「マーケティングで学んだことを自分の言葉と考え方で表現できる」：
10 点 

22.コメント 
マーケティングは、私達の身近な様々な製品やサービス、情報と密接に関連しています。少
し、注意をすればその違いや理由が見えてきます。その視点と行動がマーケティングであ
り、企業活動や製品、サービスに関心を持って受講することを期待しています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回
（04/08） 
第 02 回
（04/12） 

オリエンテーション 
 授業の進め方、評価方法、テキスト等について説明
を行う。また、 これから学んでいくマーケティング
について身近な製品やサービスを事例として個人ワー
クとグループワークを行い、実感して貰う。 

○テキスト第 1 章を読んでくる。（60 分） 

第 03 回
（04/15） 

「マーケティングの発想」（第 1 章：マーケティング
発想の経営） 

○テキスト第 2 章を読んでくる。（60 分） 



第 04 回
（04/19） 

 マーケティングが身近な製品やサービスに大きく関
係しており、その目的や意図、定義について理解す
る。 また、マーケティングの視点から特定の商品を
採り上げ、それを個人で分析する体験を行う。 

第 05 回
（04/22） 
第 06 回
（04/26） 

「マーケティングの誕⽣の歴史」（第 2 章：マーケテ
ィング論のなりたち） 
 歴史的なマーケティングの発⽣を学び、その存在理
由を理解する。また、マーケティングと経営学の違い
を知るため、マーケティングの目的と機能を自分の⽣
活に置き換えて考え、理解する。 

○テキスト第 3 章を読んでくる。（60 分） 

第 07 回
（05/06） 
第 08 回
（05/10） 

「顧客の理解と 4Pｓ」（第 3 章：マーケティングの
基本概念） 
 マーケシングでの「顧客」という概念と、重要な視
点である 4Ps について理解する。また、学んだ 4Pｓ
の視点を活かし、4K テレビやチキンラーメン、アリ
エール等を分析してみる。 

○テキスト第 4 章を読んでくる。（60 分） 

第 09 回
（05/13） 
第 10 回
（05/17） 

「戦略的マーケティングの理解」（第 4 章：戦略的マ
ーケティング） 
マーケティングの組織構造を形成する、戦略的マーケ
ティングを理解する。また、同製品群を選び、製品ポ
ートフォリオ・マトリクスを作成してみる。 

○テキスト第５章を読んでくる。（60 分） 
※SA 参加 

第 11 回
（05/20） 
第 12 回
（05/24） 

「製品戦略」（第 5 章：製品のマネジメント） 
 4Pｓの製品戦略を差別化戦略、市場細分化戦略、
多様化戦略、計画的陳腐化戦略に分けて学ぶ。事例と
して商品を一つ採り上げ、それを元に戦略を分析して
みる。 

○テキスト第６章を読んでくる。（60 分） 
※SA 参加 

第 13 回
（05/27） 
第 14 回
（05/31） 

「価格戦略」（テキスト：第 6 章 価格のマネジメン
ト） 
 4Pｓの価格戦略、特に均衡価格体系の形成と非価
格競争と流通戦略への移行を学ぶ。身近な価格の違
い、理由を考察する。 

○テキスト第７章を読んでくる。（60 分） 
※SA 参加 

第 15 回
（06/03） 
第 16 回
（06/07） 

「販売促進戦略」（第 7 章：広告のマネジメント） 
 4Pｓの販売促進戦略をメディアミックス戦略毎に
分けて学ぶ。また、好きな商品を採り上げ、その販売
促進戦略を考察する。 

○テキスト第８章を読んでくる。（60 分） 
レポート課題提示 
※SA 参加 

第 17 回
（06/10） 
第 18 回
（06/14） 

「流通戦略」（第 8 章：チャネルのマネジメント） 
4Pｓの流通戦略を、「流通系列化」、「販売価格維持制
度」、そして商業とマーケティングの対⽴について学
ぶ。身近な商品の流通を探し、まとめてみる。 

○テキスト第 9 章を読んでくる。（60 分） 
※SA 参加 

第 19 回
（06/17） 
第 20 回
（06/21） 

「企業間、企業内でのサプライチェーン」（第 9 章：
サプライチェーンのマネジメント） 
企業間、企業内でのサプライチェーンについて、資⽣
堂を事例に在庫からキャッシュの管理、同期化につい
て学ぶ。各自で知っている大手企業を採り上げ、その
サプライチェーンについて調べて報告する。 

○テキスト１０章を読んでくる。（90 分） 
レポート提出日 
※SA 参加 

第 21 回
（06/24） 
第 22 回

「営業とは何か」（第 10 章：営業のマネジメント） 
企業活動で最も重要な営業活動の本質と共に、その活
動のマネジメント方法を学ぶ。また、好きな製品を一

○テキスト第 11 章を読んでくる。（90 分） 
※SA 参加 



（06/28） つ採り上げ、その営業戦略を検討する。 
第 23 回
（07/01） 
第 24 回
（07/05） 
 

「顧客関係の理解とマネジメント」（第 11 章：顧客
関係のマネジメント） 
 マーケティングでの顧客の再確認と共に、顧客と企
業の関係性の理解、そしてマネジメント方法を学ぶ。 

○テキスト第 12 章を読んでくる。（60 分） 

第 25 回
（07/08） 
第 26 回
（07/12） 

「顧客の変化とその測定」（第 12 章：顧客理解のマ
ネジメント） 
 顧客、特に顧客ニーズは変化しやすいという特性が
あることの理解と、それを如何に測定し理解するかを
学ぶ。 

○テキスト 13 章を読んでくる。（60 分） 
※SA 参加 

第 27 回
（07/15） 
第 28 回
（07/19） 

「ブランド構築の論理」（第 13 章：「ブランド構築の
マネジメント」） 
顧客のブランド認知、深化を行うことで強力な競争優
位であるブランドイクイティを形成する、その理論と
仕組みをを学ぶ。 

○e-ポートフォリオ「これまでの学修を使
い、成功していると考えル企業や商品を一つ
選び、その成功要因を分析して投稿しなさ
い。」 
※SA 参加 

第 29 回
（07/22） 
第 30 回
（07/26） 

総括試験実施及び解説 ※SA 参加 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK101-
M01 

2.科目名 マーケティング 3.単位数 4 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 

基礎科目／メディア・
コンテンツ産業におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 
1 年⽣〜 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

マーケティングの基礎理論や専門用語を修得し、営利・非営利を問わず、マーケティング活
動を計画・実行・管理していく際に必要となる視点と分析の枠組みを理解し、理論を実践的
に応用できるようになることを目指す。 
事例研究等を通して、国内外のマーケティングの現状や新しい概念を知ることももうひとつ
の目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP の(6)「専門的知識・技術の活用力」に関連して、以下の学習目標を設定しています。 
①マーケティング理論・用語の基本概念を理解し、説明することができる 
②マーケティング理論と競争戦略論の基本概念を理解し関連させることで、マーケティング
理論を用いた戦略について事例研究での応用につなげる。  
③同時に学ぶ他の授業の理論を関連づけながら理解できるようになる。 
④多様な意見を尊重し理解しながら複層的視点で考え、正解のない現実社会の事象から「解
決すべき課題」を見つけようとする姿勢を心掛ける。 

19.教科書・教材 

『ハロルド・ヴォ―ゲルのエンタテインメント・ビジネス：その産業構造と経済・金融・マ
ーケティング』ハロルド・ヴォ―ゲル著、慶応義塾大学出版会、2019（第 2 刷） 
・アマゾン等で古書を購入してもかまいません。それが 2013（第 1 版）年版だった場合
は、その旨、授業のときに知らせてください。いくつか修正箇所がありますのでお伝えしま
す。 

20.参考文献 

『コトラーの H2H マーケティング：人間中心マーケティングの理論と実践』、フィリップ・
コトラー、KADOKAWA、2021 
『競争の戦略』マイケル・ポーター、ダイヤモンド社、1995 
上記の必要ページも含め、論文やメディア記事などのコピーを配布します。 

21.成績評価 

① 課題１          10  (学習目標①） 
② 課題 2            20 (学習目標①②） 
③ 授業での発言     30 (学習目標①②③④） 
④ 総括試験       40 (学習目標①②③④）   
 

22.コメント 

・毎回、授業のポイントをまとめて配布します。これをノートとして使ってください。 
・身近な課題をマーケティング理論を活用して解決できないか考える習慣をつけて下さい。 
・授業では日々の発見も含め自分の考えを積極的に伝えて下さい。様々な考え方を発信し理
解しようとする姿勢こそ授業への大きな貢献です。お互いにどんな意見も貴重なものと捉え
て尊重しましょう。 
 

23.オフィスアワー 
研究室：月曜日昼休み 
メディアライブラリー：木曜日昼休み 



授業の前後の時間も可能な限り対応しますので活用してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

オリエンテーション： 
・授業の目的と構成、課題、期末試験、発言／貢献、
評価 
イントロダクション： 
・マーケティングの役割とそれを果たすための理論と
ツールの紹介 
・マーケティングの歴史と学説 
・マーケットと他の経営学理論 
・事例研究の取り組み方 

課題１を配布します。 

第 3 回 
第 4 回 

顧客分析： 
・顧客満足、顧客の価値、そして維持 
・売り手、買い手双方にとって魅力的な市場セグメン
ト選択のための細分化 
創造性とマーケティング： 
・経済学の視点 
・時間と余暇、労働 

ヴォ―ゲル 
・はじめに：pp. xi--xii 
・第 1 章：pp.5-19 
課題 1 提出 
 

第 5 回 
第 6 回 

市場分析： 
・市場細分化と標的市場 
・細分化変数とグローバル市場 
映画ビジネス 
・技術革新とマーケティング 
・定量的要因と定性的要因 

ヴォ―ゲル 
・第 3 章：pp.87-104 

第 7 回 
第 8 回 

差別化とポジショニング 
・競合製品との差別化とそのためのポジショニング分
析の手法 
映画製作とマーケティング 
・研究開発型商品としての開発戦略 
・⽣鮮商品としての販売戦略 
・資金調達、製作、配給とマーケティング、宣伝マー
ケティング 

ヴォ―ゲル 
・第 4 章：pp.133-135, 143-173 

第 9 回 
第 10 回 

マーケティングミクス 
・４つの P：製品、価格、流通、販促 
・市場細分化と流通チャネル 
音楽ビジネス 
・技術革新と流通チャネル 
・流通チャネルと価格設定 

ヴォ―ゲル 
・第 6 章：pp.285-317 
 

第 11 回 
第 12 回 

マーケティングミクス 
・価格戦略、商品戦略、流通チャネル 
・著作権とロイヤルティ 
音楽ビジネス 
・製品やコンテンツの価格設定 
・事例研究：Radiohead: Music at Your Own Price 
(A)  
音楽ビジネスと出版ビジネス 
・流通チャネルと価格設定 

ヴォ―ゲル 
・第 9 章：pp.413-421 

第 13 回 クリエイティブビジネスと世界市場  



第 14 回 ・ゲスト講師による講義クリエイティブビジネスの世
界とマーケティングについての最新事情 
・講義内容に関するワークショップ 

第 15 回 
第 16 回 

マーケティングミクス 
・商品戦略とプロモーション 
スポーツビジネス 
・スポーツと製品戦略 
・スポーツビジネスの収入機会 
・ロイヤルティとマーケティング戦略 

ヴォ―ゲル 
第 12 章：pp. 505-523 
課題２を配布します。 

第 17 回 
第 18 回 

マーケティングミクス 
・流通チャネルとプロモーション 
スポーツビジネス 
・メディアと収入機会 
・スポーツとギャンブル 

前週と同じ 

第 19 回 
第 20 回 

マーケティングミクス 
・マーケティングミクスとスポーツビジネス 
・課題２プレゼンテーション 

課題２提出 

第 21 回 
第 22 回 

マーケティングマネジメント 
・マーケティング戦略の計画と実行 
・戦略計画の策定におけるマーケティングミクスの役
割と実行可能性 
ギャンブルと賭け事 
・賭け事の収入機会 
・カジノの利益性 
・収入機会とマーケティング 

ヴォ―ゲル 
・第 11 章：pp.461-496 

第 23 回 
第 24 回 

競争戦略 
・ローカル戦略とグローバル戦略における競争優位性 
ギャンブルと賭け事 
・ローカル戦略とグローバル戦略 
地域開発と施設開発、テーマパーク 
・巨大な埋没費用と低い限界費用 
・権利料の集積場所 

ヴォ―ゲル 
・第 14 章：pp.569-580 

第 25 回 
第 26 回 

競争戦略とマーケティングマネジメント 
・事例研究を用いた戦略の策定と計画 
・創造性とマーケティング 

教科書および第 1 回からの配布資料すべて
を持参すること。 

第 27 回 
第 28 回 

第 1 回〜第 26 回までの内容の復習 
・配布資料でメモを取れていないところをこの回に補
うこと。 
疑問点の解決 
・この時間を活用して疑問点があれば確認すること。 
総括試験に向けての準備 

・教科書および第 1 回からの配布資料すべ
てを持参すること。 
・授業終了後、発言表を回収しますので持参
すること。 

第 29 回 
第 30 回 

総括試験 
試験終了後、解答のポイント 
評価に関する情報開示 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK101-
Y01 

2.科目名 マーケティング 3.単位数 4 

4.授業担当教員 夏⻘ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
心理学部 9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】企業のマーケティング活動を計画・実行・管理していく際に必要となる視点と分析
枠組みを習得することがこの科目の目的です。 
【概要】多くの事例を通じて、企業のマーケティング活動の理解・考察に役⽴つ視点・概念
を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は次の通りです。 
① 基本概念の意味内容を簡潔に説明できる。 
②   概念間の関連性(つながり)が説明できる。 
③   現実の様々な業界のマーケティング活動を分析できる。 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に関連しています。 
(1)  自律的で主体的な態度 （自律性） 
(4）  問題発見・解決力 
(6)  専門的知識・技能の活用力 
 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 

①大石芳裕(2009)『日本企業のグローバル・マーケティング』グローバル・マーケティング
研究会 
②森田克徳(2007)『日本マーケティング史』日本経済新聞 出版社 
③足⽴勝彦(2003)『マーケティングのエッセンス』晃洋書房 

21.成績評価 
中間レポート 30%(学習目標①に対応)  
最終プレゼン発表（30%)＋最終レポート 40 %(学習目標①②③に対応) 

22.コメント 
講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び講師等の状況により適宜変更の場
合があります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回・第
2 回 

・オリエンテーション 
・マーケティング・プランニング・プロセス 

復習：復習とノート整理 

第 3 回・第
4 回 

・マーケティング環境分析 
・商品戦略 

復習：復習とノート整理 

第 5 回・第
6 回 

・価格戦略 
・流通戦略 

復習：復習とノート整理 

第 7 回・第
8 回 

・プロモーション戦略 
・マーケティング・コミュニケーション戦略 復習：復習とノート整理 

第 9 回・第
10 回 

・マーケティングの新しいトレンド 
・ブランドの基本 

復習：復習とノート整理 

第 11 回・第
12 回 

・ブランドの価値 
・ブランド戦略 

復習：復習とノート整理 



第 13 回・第
14 回 

・ブランドとコミュニケーション 
・ブランド経営 

復習：復習とノート整理 

第 15 回・第
16 回 

・ブランド・マネジメント 
・中間まとめ 

復習：復習とノート整理 
中間レポート 

第 17 回・第
18 回 

・ケーススタディ (1) 
・ケーススタディ (2) 

予習：ケース１ 
予習：ケース２ 

第 19 回・第
20 回 

・ケーススタディ（3） 
・ケーススタディ（4） 

予習：ケース３ 
予習：ケース４ 

第 21 回・第
22 回 

・ケーススタディ（5） 
・ケーススタディ（6） 

予習：ケース 5 
予習：ケース 6 

第 23 回・第
24 回 

・ケーススタディ（7） 
・ケーススタディ（8） 

予習：ケース 7 
予習：ケース 8 

第 25 回・第
26 回 

・ケーススタディ（9） 
・ケーススタディ（10） 

予習：ケース 9 
予習：ケース 10 

第 27 回・第
28 回 

・プレゼンテーション(1) 
・プレゼンテーション(2) 

プレゼン発表の準備１ 
プレゼン発表の準備２ 

第 29 回・第
30 回 

・プレゼンテーション(3) 
・プレゼンテーション(4) 

最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK101-
y02 

2.科目名 マーケティング （心理学科） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤勝洋 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(公⺠) 中学(社会) 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

 本講義では、マーケティングの基礎理論、特にマーケティングの視点を体得することを目
的としている。マーケティングは、様々な製品やサービス、そして企業戦略の重要な指針で
あり、活動であり、今後の様々な学修に大きく影響する。 
 そのため、授業中は事例紹介を交えながらできるだけ、分かり易く説明を行う。また、講
義では単なる座学ではなく、ほぼ毎回、グループワークや個ワーク本講義は、３つの構成要
素が盛り込み、学びの目標を明確して、多面的にメリハリのついた学習できるようになって
いる。 
 なお、テキストは毎回、次週の章を読み 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．マーケティングの専門用語が理解できる＝知的好奇心 
２． 組織の課題について、マーケティングの視点で分析できる＝思考／判断力 
３．マーケティングのテーマ（社会現象）について理解できる＝情報収集／発見力 

19.教科書・教材 
石井 淳蔵・ 廣田 章光 『1 からのマーケティング（第 4 版）』碩学舎 ,2019 年 
ISBN：978-4-502-32771-1 
定価：本体 2,400 円＋税 

20.参考文献 別途、紹介する。 

21.成績評価 

本講義の到達目標を確認するため、下の 4 つの方法と視点から理解度を計り、単位を出し評
価を行う。 
(1)授業中の振り返り問題：15 点 
(2)授業中のワーク：15 点 
(3)中間レポート「光ライティングシステムの分析」：20 点 
(4)総括試験「マーケティングの概念を理解していることと、それを用いた企業や商品の分
析」：40 点 
(5)e-ポートフォリオ「マーケティングで学んだことを自分の言葉と考え方で表現できる」：
10 点 

22.コメント 
マーケティングは、私達の身近な様々な製品やサービス、情報と密接に関連しています。少
し、注意をすればその違いや理由が見えてきます。その視点と行動がマーケティングであ
り、企業活動や製品、サービスに関心を持って受講することを期待しています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回
（04/08） 
第 02 回
（04/12） 

オリエンテーション 
 授業の進め方、評価方法、テキスト等について説明
を行う。また、 これから学んでいくマーケティング
について身近な製品やサービスを事例として個人ワー
クとグループワークを行い、実感して貰う。 

○テキスト第 1 章を読んでくる。（60 分） 

第 03 回
（04/15） 
第 04 回

「マーケティングの発想」（第 1 章：マーケティング
発想の経営） 
 マーケティングが身近な製品やサービスに大きく関

○テキスト第 2 章を読んでくる。（60 分） 



（04/19） 係しており、その目的や意図、定義について理解す
る。 また、マーケティングの視点から特定の商品を
採り上げ、それを個人で分析する体験を行う。 

第 05 回
（04/22） 
第 06 回
（04/26） 

「マーケティングの誕⽣の歴史」（第 2 章：マーケテ
ィング論のなりたち） 
 歴史的なマーケティングの発⽣を学び、その存在理
由を理解する。また、マーケティングと経営学の違い
を知るため、マーケティングの目的と機能を自分の⽣
活に置き換えて考え、理解する。 

○テキスト第 3 章を読んでくる。（60 分） 

第 07 回
（05/06） 
第 08 回
（05/10） 

「顧客の理解と 4Pｓ」（第 3 章：マーケティングの
基本概念） 
 マーケシングでの「顧客」という概念と、重要な視
点である 4Ps について理解する。また、学んだ 4Pｓ
の視点を活かし、4K テレビやチキンラーメン、アリ
エール等を分析してみる。 

○テキスト第 4 章を読んでくる。（60 分） 

第 09 回
（05/13） 
第 10 回
（05/17） 

「戦略的マーケティングの理解」（第 4 章：戦略的マ
ーケティング） 
マーケティングの組織構造を形成する、戦略的マーケ
ティングを理解する。また、同製品群を選び、製品ポ
ートフォリオ・マトリクスを作成してみる。 

○テキスト第５章を読んでくる。（60 分） 

第 11 回
（05/20） 
第 12 回
（05/24） 

「製品戦略」（第 5 章：製品のマネジメント） 
 4Pｓの製品戦略を差別化戦略、市場細分化戦略、
多様化戦略、計画的陳腐化戦略に分けて学ぶ。事例と
して商品を一つ採り上げ、それを元に戦略を分析して
みる。 

○テキスト第６章を読んでくる。（60 分） 

第 13 回
（05/27） 
第 14 回
（05/31） 

「価格戦略」（テキスト：第 6 章 価格のマネジメン
ト） 
 4Pｓの価格戦略、特に均衡価格体系の形成と非価
格競争と流通戦略への移行を学ぶ。身近な価格の違
い、理由を考察する。 

○テキスト第７章を読んでくる。（60 分） 

第 15 回
（06/03） 
第 16 回
（06/07） 

「販売促進戦略」（第 7 章：広告のマネジメント） 
 4Pｓの販売促進戦略をメディアミックス戦略毎に
分けて学ぶ。また、好きな商品を採り上げ、その販売
促進戦略を考察する。 

○テキスト第８章を読んでくる。（60 分） 
レポート課題提示 

第 17 回
（06/10） 
第 18 回
（06/14） 

「流通戦略」（第 8 章：チャネルのマネジメント） 
4Pｓの流通戦略を、「流通系列化」、「販売価格維持制
度」、そして商業とマーケティングの対⽴について学
ぶ。身近な商品の流通を探し、まとめてみる。 

○テキスト第 9 章を読んでくる。（60 分） 

第 19 回
（06/17） 
第 20 回
（06/21） 

「企業間、企業内でのサプライチェーン」（第 9 章：
サプライチェーンのマネジメント） 
企業間、企業内でのサプライチェーンについて、資⽣
堂を事例に在庫からキャッシュの管理、同期化につい
て学ぶ。各自で知っている大手企業を採り上げ、その
サプライチェーンについて調べて報告する。 

○テキスト１０章を読んでくる。（90 分） 
レポート提出日 

第 21 回
（06/24） 
第 22 回
（06/28） 

「営業とは何か」（第 10 章：営業のマネジメント） 
企業活動で最も重要な営業活動の本質と共に、その活
動のマネジメント方法を学ぶ。また、好きな製品を一
つ採り上げ、その営業戦略を検討する。 

○テキスト第 11 章を読んでくる。（90 分） 



第 23 回
（07/01） 
第 24 回
（07/05） 
 

「顧客関係の理解とマネジメント」（第 11 章：顧客
関係のマネジメント） 
 マーケティングでの顧客の再確認と共に、顧客と企
業の関係性の理解、そしてマネジメント方法を学ぶ。 

○テキスト第 12 章を読んでくる。（60 分） 

第 25 回
（07/08） 
第 26 回
（07/12） 

「顧客の変化とその測定」（第 12 章：顧客理解のマ
ネジメント） 
 顧客、特に顧客ニーズは変化しやすいという特性が
あることの理解と、それを如何に測定し理解するかを
学ぶ。 

○テキスト 13 章を読んでくる。（60 分） 

第 27 回
（07/15） 
第 28 回
（07/19） 

「ブランド構築の論理」（第 13 章：「ブランド構築の
マネジメント」） 
顧客のブランド認知、深化を行うことで強力な競争優
位であるブランドイクイティを形成する、その理論と
仕組みをを学ぶ。 

○e-ポートフォリオ「これまでの学修を使
い、成功していると考えル企業や商品を一つ
選び、その成功要因を分析して投稿しなさ
い。」 

第 29 回
（07/22） 
第 30 回
（07/26） 

総括試験実施及び解説  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK202-
Y01 

2.科目名 マーケットリサーチ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門科目/国際ビジネス
分野の実務経験を持つ
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科全専攻 9.履修学年 2 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

リサーチ入門、統計学、マーケティング、
IT リテラシーを履修済みであること。ビジ
ネス統計、ICT 活用 A、ビジネスモデルデ
ザイン、消費者行動を履修済または合わせ
て履修することが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義 
アクティブラーニング導入科目（学外調査
活動、インタビュー、ディスカッション、
ブレスト、プレゼンテーション） 

16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】マーケティング上の様々な課題を解決するために不可欠となるのがマーケティン
グ・リサーチの知識とスキルです。 
マーケティング・リサーチによる、情報の収集・分析の結果は、市場（マーケット）の動
向、消費者、顧客のニーズトレンド、自社の市場におけるポジション、競合他社の動向など
を的確に把握し、経営戦略の⽴案や改善、新規事業の開発、新商品の開発、リスクマネジメ
ント対応などの経営判断の材料として重要な役割を果たします。 
しかも、現在、マーケティング・リサーチは、インターネットの普及により大きな変革期を
迎えていま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本講義の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1) 自律的で主体的な態度 （自律
性）、(4）問題発見・解決力、(6) 専門的知識・技能の活用力に対応しています。 
本講義の学習目標は、次の通りです。 
①マーケティング・リサーチの目的、効果を説明することができる。 
②課題に応じた収集情報、調査方法、精度の確保、工程などリサーチの企画を⽴案できる。 
③収集したデータを課題解決につながるかたちで分析できる。 
④分析結果をわかりやすく的確に伝えることができる。 
⑤他者貢献のマインドセットによりチームビルディングに寄与することができる。 
⑥リサーチ対象者、チームメンバーとのコミュニケーションを図ることができる。 

19.教科書・教材 
講義資料を Webclass で配信します。 
 

20.参考文献 
「マーケティング・リサーチの基本」/2016/日本実業出版社/岸川 茂,JMRX 
「マーケティングチサーチとデータ分析の基本」/2018/すばる舎/中野崇 

21.成績評価 

課題①調査企画…10％【学習目標の①②に対応】（ルーブリック評価） 
課題②定量調査分析…20％【学習目標の③⑤⑥に対応】（ルーブリック評価） 
課題③定性調査解釈…20％【学習目標の③⑤⑥に対応】（ルーブリック評価） 
課題④調査課題、調査項目…20％【学習目標の③⑤⑥に対応】（ルーブリック評価） 
課題⑤分析・報告…20％【学習目標の④⑤⑥に対応】（ルーブリック評価） 
課題⑥報告…10％【学習目標④⑤⑥に対応】（ルーブリック評価） 

22.コメント 
・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 



・PC を使っての作業が多いので自主学習で PC を使える環境が必須です。 
・休日または授業時間外の調査活動を行います。 
・分析方法がよくわからない時などは、OH を活用するか、チューター、メンターを活用し
て下さい。 
・すべての講義内容の理解が課題レポートの作成に必要となるため、復習をする、あるいは
難しいところは授業中に質問するなどして下さい。  
 

23.オフィスアワー 木曜日（4 限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

《イントロダクション》 
学習目標、授業計画、評価方法、評価基準について説
明します。 
《ブロック 1》マーケティングリサーチとは 
①講義：マーケティング、マーケット、顧客インサイ
トについて復習し、その上でマーケティングリサーチ
の目的、効果についての理解を深めます。 
さらに、データの種類、調査方法の種類についての外
観を学びます。 
 

・復習をしておきましょう。 
 

【第 2 回】 

《ブロック 1》マーケティングリサーチとは 
①講義：マーケティングリサーチの実際の事例を参考
にディスカッションしながら、マーケティングリサー
チの価値とリサーチ手法の変化について理解します。 

・復習をしておきましょう。 

【第 3 回】 

《ブロック 1》マーケティングリサーチとは 
①講義：課題の理解、企画、調査手法選定、報告等の
マーケティングリサーチの作業プロセスについて理解
します。  
 

・この回は、特に重要です。復習をしておき
ましょう。 

【第 4 回】 

《ブロック 1》マーケティングリサーチとは 
①講義：リサーチの品質と誤差、リサーチデザインと
データ形式、 リサーチ対象の選定について理解しま
す。 
②グループワーク：与えられた課題についての簡単な
リサーチデザインをグループミーティングで作ってみ
ましょう。 

・この回は、特に重要です。復習をしておき
ましょう。 

【第 5 回】 

《ブロック 2》定量調査・データ収集 
①講義：定量調査と定量データ、定量調査のポイン
ト、手法、対象者の選定方法、誤差、信頼性、調査票
の作成等について学びます。 

【課題①】 
課題についての調査企画を作成してもらいま
す。（個人ワーク） 

【第 6 回】 
《ブロック 2》定量調査・データ収分析 
①講義：定量調査の集計、分布、相関分析、推定と検
定、多変量解析等について学びます。 

【課題②】 
与えられた課題についてオープン・データを
収集、分析してもらいます。（個人ワーク） 

【第 7 回】 

《ブロック 2》データ分析・定量調査 
①グループワーク：個人ワークで収集したデータと分
析結果を持ち寄り、ディスカッションし、インプルー
ブした分析結果を作成・発表してもらいます。 

 

【第 8 回】 《ブロック 3》定性調査・データ収集と解釈 ・この回は、特に重要です。復習をしておき



①講義：デプス・インタビュー、グループインタビュ
ー、エスノグラフィー、ソーシャル・リスニング、投
影法など定性調査のアプローチ方法について学びま
す。 

ましょう。 

【第 9 回】 

《ブロック 3》定性調査・データ収集と解釈 
①グループワーク：デプス・インタビュー、グループ
インタビューを実際に行い、その結果を発表してもら
います。 
 

【課題③】 
デプスインタビュー、グループインタビュー
の実践（グループワーク） 

【第 10 回】 

《ブロック 4》リサーチ・ソリューション 
課題解決のためのリサーチ・ソリューションについ
て、顧客インサイト、アプローチ方法、アイデア開発
のフレームワーク等を学びます。 

 

【第 11 回】 

《ブロック 5》街に出かけよう 
①グループワーク：課題①で作成した調査課題を持ち
寄り、ディスカッションにより一つの課題に絞込み、
リサーチデザインを作成・発表します。 

【課題④】 
調査課題、調査項目を考え調査票案を作成し
ます。（個人ワーク） 

【第 12 回】 

《ブロック 5》街に出かけよう 
①グループワーク：調査課題案、調査項目案、調査票
案を持ち寄り、調査票を作成し、実施計画を決めま
す。 

 

【第 13 回】 

《ブロック 5》街に出かけよう 
①グループワーク：リサーチデザインに基づいて実際
に調査を行います。 
※調査期間を定めますので、その期間内にチームで日
程調整を行い、休日や授業時間外に調査を実施して下
さい。 

【課題⑤】 
調査で収集したデータを分析し報告書を作成
します。（個人ワーク） 

【第 14 回】 

《ブロック 6》ニュー・マーケティング・リサーチ 
①講義：モバイル・リサーチ、コミュニティ・リサー
チ、ビッグデータとソーシャル・メディア・リサー
チ、無意識/感情リサーチなどニュー・マーケティン
グ・リサーチについて学びます。 

・復習をしておきましょう。 

【第 15 回】 

《ブロック 7》リサーチ・レポート 
①発表・評価：各グループが、調査結果を報告し、学
⽣同士で評価を行います。 
②講評とリフレクション 

【課題⑥】 
調査結果の報告（グループワーク）と他チー
ムの評価（個人） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK204-
Y71 

2.科目名 デジタルマーケティング A 3.単位数 2 

4.授業担当教員 江川将偉 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 「ICT リテラシー」を履修済みであること
がのぞましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 
収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 40 名とします。初回の授
業で抽選を行いますので、必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、日本の企業で大きく不足するデジタルマーケティング人材の基礎能力を身につ
けてもらうことを目的としてます。 
【概要】 
具体的には、デジタルマーケティングツールも活用しながら、世界と日本のデジタルマーケ
ティンの違いを理解し、Google の資格認定も活用しながら知識の習得を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（１）自⽴性、（3)多様性理解、（５）コミュニケーションスキ
ル、（６）専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①デジタルマーケティングツールの活用方法が説明できるようになる。 
②Google デジタルマーケティングで認定取得が取得できるようになる。 
③最新のデジタルツール（AI、IoT、ブロックチェーンなど） 
④社会で即戦力に近いだけの知識を取得できるようになる。 

19.教科書・教材 「授業内に適宜投影」 
20.参考文献 「インターネットにある情報」 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
課題１：第 15 回授業で確認テスト・・・20 点 
課題２：Google 認定の指定 4 バッチ取得・・・20 点 
課題３：第 10 回授業での資料提出・・・15 点 
課題４：第 12 回授業での資料作成及び提出・・・15 点 
課題５：第 14 回授業でのプレゼンテーション・・・20 点 
課題６：第 14 回授業でのディスカッション・・・10 点 
 

22.コメント デジタルは常に進化しますので、今回はインターネットを活用し授業を進めます。 
23.オフィスアワー 非常勤のため、質問等は授業の前後で対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

・オリエンテーション（本事業の目標、内容、評定算
出の方法、進め方の確認、受講上の留意点） 
・デジタルマーケティングの世界 
 なぜデジタルマーケティングが重要なのかの説明し
ます。 

ノートパソコンかスマホを持参すること 
Google のアカウント作成をし、オンライン
トレーニングを行います。 
授業の最後にテスト結果を確認します。 

第 2 回 ・世界のデジタルマーケティング 
 GAFAM や日本のデジタル化について説明します。 

ノートパソコンかスマホを持参すること 

第 3 回 
・デジタルツールや最新の技術をみてみよう 
 デジタルマーケティングに関わる最新の技術（AI、

ノートパソコンかスマホを持参すること 



IoT、ブロックチェーンなど）について説明します。 
・デジタル先進国エストニア 
 エストニアのデジタル化について説明します。 

第 4 回 

・ビジネス戦略とデジタルマーケティングの世界 
 ビジネスにおける戦略の⽴て方からデジタルマーケ
ティングの関わりやツールのあり方に関して説明しま
す 

ノートパソコンかスマホを持参すること 

第 5 回 
・デジタルマーケティングツールの基礎内容 
 よく使われるデジタルマーケティングツール 12 種
類を説明します 

ノートパソコンかスマホを持参すること 
Google のオンライントレーニングをおこな
います 
授業の最後にテスト結果を確認します 

第 6 回 

・世の中で使われているデジタルマーケティングツー
ル 
 実際に世の中に出ているデジタルマーケティングツ
ールを説明します。 

ノートパソコンかスマホを持参すること 

第 7 回 

・コンテンツマーケティング/シェアリングエコノミ
ー 
 デジタルマーケティングの応用になるコンテンツマ
ーケティングやシェアリングエコノミーの考え方につ
いて説明します 

ノートパソコンかスマホを持参すること 
Google のオンライントレーニングをおこな
います 
授業の最後にテスト結果を確認します 

第 8 回 
・デジタルマーケティングの KPI/戦略 
 デジタルマーケティングにおける KPI や戦略の⽴
て方に関して説明します 

ノートパソコンかスマホを持参すること 
Google のオンライントレーニングをおこな
います 
授業の最後にテスト結果を確認します 

第 9 回 
・デジタルマーケティング広告政策 
 デジタルマーケティングにおける広報政策に関して
説明します 

ノートパソコンかスマホを持参すること 

第 10 回 
・デジタルマーケティング広告政策（２） 
 グループワークで広告を行っている企業を調べてカ
オスマップを作成してもらいます 

ノートパソコンかスマホを持参すること 

第 11 回 
・マーケティングオートメーション（MA） 
 マーケティングオートメーションに関して説明しま
す 

ノートパソコンかスマホを持参すること 
第 10 回で作成した資料を提出してください 

第 12 回 
・デジタルマーケティングの活用例 
 グループワークでデジタルマーケティングを活用し
ている事例を調べてレポート作成してもらいます 

ノートパソコンかスマホを持参すること 

第 13 回 

・まとめ＆Google 認定 
 デジタルマーケティングの今後のありかたを整理
し、まとめをおこないます。Google のオンライント
レーニングの最終確認を行います 

ノートパソコンかスマホを持参すること 

第 14 回 

・プレゼンテーション 
 第 12 回デジタルマーケティングの活用例で作成し
たレポートを報告してもらい、ディスカッションを行
いながら各自に評価を作成してもらいます 

ノートパソコンかスマホと筆記用具を持参す
ること 
第 12 回で作成した資料を発表してもらいま
す 

第 15 回 
・デジタルマーケティング振り返り 
 確認テストを行います 
 デジタルマーケティングを改めて振り返り、ディス

筆記用具を持参すること 



カッションを行いながら知識が定着を図ります 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK206-
Y01 

2.科目名 マーケティング 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上瀬昭司 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、マーケティングが世の中でどのような役割を果たしているのか、そしてマー
ケティングをうまくやるために理論がどのように役⽴つのかを学びます。そのようなことを
学ぶことは、さらに深くマーケティングを学ぶきっかけとなり、うまくマーケティングを行
うための手がかりを得ることになるはずです。 
【概要】 
１回の授業で、テキストの１章分を進みます。初回は 2 つの章を進み、第 15 回に総括試験
を行います。 
授業の最初に、各回のテーマに沿った企業のマーケティング活動（事例）を説明しながら、
そのマーケティングを 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプローマ・ポリシー）の(1)自律性(2)問題発見・解決力、の
学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①マーケティングについての基本的概念を理解できる。 
②新聞報道等で目にした企業のマーケティング行動について、理論的に整理できる。 
③企業のマーケティング行動について自分の考えを論理的に組み⽴て、他人に説明できる。 

19.教科書・教材 石井淳蔵・廣田章光・清水信年編著『１からのマーケティング〈第４版〉』2020 年、碩学舎 

20.参考文献 
授業で使用した資料については、授業中に適宜指示する。 
テキストの各章末に「参考文献」と「次に読んで欲しい本」が掲載されているので、授業内
容に興味を持ち、もっと深く学びたいと思う学⽣は、それらの文献に当たってほしい。 

21.成績評価 

成績評価の方法と配点は以下の通りです。 
・ディスカッションへの参加 ・・・30 点 〔学習目標③に対応〕 
・レポート           ・・・30 点 〔学習目標②に対応〕 
・総括試験          ・・・40 点 〔学習目標①に対応〕 
 

22.コメント 

ディスカッションのテーマについては、以下のことに注意して、あらかじめ自分の意見をま
とめておくとよい。 
ディスカッションのテーマは、当該章の内容に沿ったものであることに注意すると、的外れ
な発言をすることがない。 
あらかじめ考えてきた意見であっても、先に述べた人とまったく同じものならば、述べては
いけない。似たような意見の場合は、違いを明らかにすることで、別の意見とみなされる。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

マーケティング発想の経営 
・アサヒビールのスーパードライ開発のケースを通し
て、マーケティング発想の第一は、消費者志向である
ことを理解する。 

テキスト第 1 章および第２章についてあら
かじめ読んでおき、ディスカッションのテー
マについて自分なりの考えをまとめておく。 



・４分の１インチのドリルのケースを通して、消費者
の本当のニーズは製品そのものではなく製品が果たす
機能にあることを理解する。 
・ハーレーダビッドソンとコカ・コーラ「ニューコー
ク」のケースを通して、消費者が本当に欲しいものは
何かについて考える。 
テキスト第１章 
ディスカッションのテーマ 
・幾つかの製品を取り上げ、その製品が果たす機能と
その製品を購入する目的について考えて 

第２回 

マーケティングの基本概念 
・サントリー食品の「クラフトボス」のケースを通じ
て、マーケティングの基本概念（STP と４P）につい
て学ぶ。 
テキスト第３章 
ディスカッションのテーマ 
・特定の製品市場を想定し、そこがどのようなセグメ
ントに分けられるのか、考えてみよう。 
・それらの製品市場における幾つかの具体的な製品を
取り上げて、それぞれで組み合わされている４P の共
通点や相違点について、考えてみよう。 
・それらの製品が４P の統合として何を目指している
と思われるか、考えてみよう。 

テキスト第３章をあらかじめ読んでおく 

第３回 

製品のマネジメント 
・日清食品の「カレーメシ」の開発のケースを通し
て、マーケティングの４P の１つである製品のマネジ
メントについて学ぶ。 
テキストの第４章 
ディスカッションのテーマ 
・特定の製品の製品コンセプトについて調べてみよ
う。 
・カップ飯のライン拡張の方向について考えてみよ
う。 
・特定の製品のヒットの理由について、製品のマネい
面との観点から考えてみよう。 

テキスト第 4 章をあらかじめ読んでおく 

第４回 

価格のマネジメント 
・明治 ザ・チョコレートのケースを通じて、価格設
定のマネジメントにおいて、需要とその価格弾力性、
代替品（競合製品）との関係性、マーケティング・ミ
ックスとの一貫性を考慮しなければならないことを学
ぶ。 
テキスト第５章 
ディスカッションのテーマ 
・競合製品よりも高い価格設定を行った高付加価値の
ヒット商品の事例を見つけ、どうしてそのような価格
設定が妥当であるのかを「需要」と「競合製品」との
関係から考える。 
・バンドリング製品の具体的な事例を見つけ、どのよ

テキスト第 5 章をあらかじめ読んでおく 



うな価格設定がなされているのか、売手に 

第５回 

広告のマネジメント 
ファブリーズの事例を通して広告表現における３つの
対応（消費者対応、競争対応、ブランド対応）、そし
て、プロモーション・ミックスの中で広告の役割と他
との連携、さらには、広告媒体それぞれの特性とその
組み合わせに 6 ついて学ぶ。 
テキスト第６章 
ディスカッションのテーマ 
・今現在、携帯電話事業に参入しているすべての企業
の主要な製品を挙げ、それらの具体的な広告表現の要
素（ヘッドライン、キャッチコピー、タレント）を比
較し、それぞれの広告マネジメント（消費者対応、競
争対応、ブランド対応）を考えてみよ 

テキスト第 6 章をあらかじめ読んでおく 
※レポート課題を出します。提出は３週間後
のこの授業の前日までに、UNIVERSAL 
PASSPORT 上にアップすること。 

第６回 

チャネルのマネジメント 
・資⽣堂が創り上げてきたチャネル別ブランド戦略を
取り上げ、チャネル・マネジメント（チャネル選択と
チャネル管理）という内容を中心に学ぶ。 
テキスト第７章 
ディスカッションのテーマ 
・アネッサの主なチャネルとして、ドラッグストアを
選択した理由を考えてみよう。 
・化粧品メーカーは、大きく精度品メーカーと一般品
メーカーと訪販品メーカーに分けられる。チャネルの
違いを中心に両者の違いを考えてみよう。 
・インターネットやスマートフォンなどの活用が当た
り前となった現代における、化粧品メーカーのチ 

テキスト第 7 章をあらかじめ読んでおく 

第７回 

サプライチェーンのマネジメント 
・赤城乳業の事例を手がかりに、マーケティングと
SCM のかかわりを学ぶ。 
テキスト第８章 
ディスカッションのテーマ 
・企業が在庫を削減することのメリットとデメリット
を整理してみよう。その上で、企業が SCM を導入す
ると、どのような効果が出るのかを考えてみよう。 
・SCM を導入している企業であっても、欠品を起こ
したり、製品を販売中止にしたりすることがある。ど
ういう原因でそうなるのかを考えてみよう。 

テキスト第 8 章をあらかじめ読んでおく 

第８回 

営業のマネジメント 
・サントリーのウイスキー事業の事例を取り上げ、営
業部門がどのようにして人気商品を支えているのかを
学ぶ。 
テキスト第９章 
ディスカッションのテーマ 
・サントリーのウイスキー事業と同じように、製品ジ
ャンルそのものを普及させなければならないような製
品ジャンルを挙げてみよう。 
・上記で挙げた業界では、どんな営業活動が必要か考

テキスト第 9 章をあらかじめ読んでおく 



えてみよう。 
※３週間前に出したレポートの内容について幾人かに
報告してもらう。 

第９回 

顧客関係のマネジメント 
・アウトドアブランド「スノーピーク」の事例を通し
て、この企業と顧客との良好な関係づくりについて学
ぶ。 
テキスト第 10 章 
ディスカッションのテーマ 
・１回ごとの交換を中心とした取引と、継続的な関係
の構築を中心とした取引の具体例を挙げ、それぞれに
どのような特徴があるか考えてみよう。 
・顧客をロイヤルカスタマーにするための取り組みに
ついて具体例を挙げてみよう。 
・顧客との価値共創について、顧客が商品を使うこと
で新しい価値を創り出す事例と、顧客参加型の商品開
発で新しい価値を創り出す事例を 

テキスト第 10 章をあらかじめ読んでおく 

第 10 回 

ビジネスモデルのマネジメント 
・谷田の製品開発の事例を通して、このビジネスモデ
ルについて考える。 
テキスト第 11 章 
ディスカッションのテーマ 
・ヒット商品を出しながら、最近はあまり業績がよく
ない企業を一つ取り上げ、その原因を調べよう。 
・何か一つ、製品とサービスを組み合わせたビジネス
モデルの例を挙げてみよう。 
・ビジネスモデルを考えるとき、消費者向け
（BtoC）と企業向け（CtoC）で異なる点は何かを考
えてみよう。 

テキスト第 11 章をあらかじめ読んでおく 

第 11 回 

顧客理解のマネジメント 
マツダの CX シリーズの事例を通して、企業の多岐に
わたる顧客理解の手法とそれらのよう点について学
ぶ。 
テキスト第 12 章 
ディスカッションのテーマ 
・商品の改善点をグループにアンケートを取りまとめ
るのと、インタビューを通じて意見を聴くのとでは、
得られるデータにどういった違いがあるのだろうか。
比較して違いをまとめて見よう。 
・徹底した顧客理解を元に開発されたと思われる商品
を挙げてみよう。その商品が顧客を理解していると実
感できるのは、一体どの部分だろうか。 

テキスト第 12 章をあらかじめ読んでおく 

第 12 回 

ブランド構築のマネジメント 
・キットカットの事例を通して、ブランド構築のマネ
ジメントについて学ぶ。 
テキスト第 13 章 
ディスカッションのテーマ 
・ブランドの機能や効能について考えてみよう。 

テキスト第 13 章をあらかじめ読んでおく 



・特定の商品のブランド連想イメージを考えてみよ
う。 
・ブランドの連想イメージと企業によるコミュニケー
ション活動の関係について考えてみよう。 

第 13 回 

ブランド組織のマネジメント 
コカ・コーラの事例を通して、ブランドを成⻑させる
ための組織の仕組みについて、ブランド・ポジショニ
ング、ブランド拡張の観点から考える。 
テキスト第 14 章 
ディスカッションのテーマ 
・コーラ市場において展開されるブランドにはそれぞ
れあなたのどのような体験が関与し、どのような印象
を持っているのかを考えてみよう。 
・コーラ市場において展開される個々のブランドは、
誰のどのような場面で飲用することをターゲットにし
ているのか。 

テキスト第 14 章をあらかじめ読んでおく 

第 14 回 

社会的責任のマネジメント 
キリン CSV の取り組みから社会的責任のマネジメン
トについて学ぶ。 
テキスト第 15 章 
ディスカッションのテーマ 
・キリンの公式サイトで CSV の取り組みを調べ、
CSR と事業がどのように結びついているのかを考え
てみよう。 
・企業の公共性とはどのような考えか、どのような問
題があるのかを考えてみよう。 
・知っている企業のウェブサイトでベンチャー型
CSR の取り組みが紹介されているかを調べ、取り組
んでいる場合、どのような公共性を保つ工夫をしてい
るのかを考えてみよう。 

テキスト第 15 章をあらかじめ読んでおく 

第 15 回 総括試験 筆記用具以外の持ち込みを禁止する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

MRK207-
Y01 

2.科目名 商品企画論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上瀬昭司 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・ケースを通して商品企画や、そのプロセスを理解する。 
・多様な市場調査の手法や理論を数多く理解する。 
・商品企画プロセスに関連付けて、マーケティングを理解する。 
・商品企画プロセスの実践的な進め方を理解する。 
【概要】 
１回の授業で、だいたいテキストの１章分を進みます。教科書は 15 章構成なので、初めの
４章は 2 章ずつ進み、８回目（中間報告）と 15 回目（最終報告）にプレゼンテーションの
時間を確保します。 
授業の最初に、各回のテーマに沿った企業の商品企画における１プロセスに焦点を当てたケ
ース（事例） 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプローマ・ポリシー）の(1)自律性(4)問題発見・解決力の学
修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①商品企画プロセスの各段階における進め方と気をつけることについて説明できる。 
②商品企画プロセスに従って商品企画書を作成できる。 
③商品企画についてプレゼンできる。 

19.教科書・教材 ⻄川英彦・廣田章光『１からの商品企画』2012 年、碩学舎 

20.参考文献 

各章末に参考文献が掲載されている。 
講義内容に興味を持った学⽣は、「次に読んで欲しい本」を手がかりにして発展的に学習す
ることも可能である。 
商品企画書作成上必要となる資料・文献等については、インターネット等を活用して各自で
調べること。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
授業への貢献（発言）     ・・・20 点 〔学習目標の①に対応〕 
グループワークの成果   ・・・30 点 〔学習目標の③に対応〕 
グループワーク内での貢献・・・50 点 〔学習目標の②に対応〕 
 

22.コメント 

グループワークでは、各自が積極的に意見を述べるとともに、役割分担して課題に取り組む
こと。 
授業の各回ごとにテーマがあるので、それに沿って作業を進めると、最終的にプロセスに沿
った商品企画書ができ上る。 
授業中に予定の作業が終わらない場合は、次回までにやってくることを決めておくと、作業
がスムーズに進む。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 商品企画プロセス テキストの第１章および第２章をあらかじめ



・ライオン「トップ ナノックス」の商品企画プロセ
スのケースを通じて、商品企画プロセスの進め方と商
品企画プロセスで気をつけることについて学ぶ。 
テキスト第 1 章 
インタビュー法 
・資⽣堂「マジョリカマジョルカ」のインタビュー法
のケースを通じて、インタビュー法の進め方とインタ
ビュー法で気をつけることについて学ぶ。 
テキスト第２章 

読んでおくこと。 

第２回 

観察法 
・IDEO「ATM」の観察法のケースを通じて、観察法
の進め方と、観察法で気をつけることについて学ぶ。 
テキスト第３章 
リード・ユーザー法 
・フェリシモ「⽣活雑貨大賞」のリード・ユーザー法
のケースを通じて、リード・ユーザー法の進め方と、
リードユーザー法で気をつけることについて学ぶ。 
テキスト第４章 

テキストの第３章および第４章をあらかじめ
読んでおくこと。 

第３回 

アイデア創出 
・TOTO「クラッソ」のアイデア創出のケースを通じ
て、アイデア創出の進め方と、アイデア創出で気を付
けることを学ぶ。 
テキスト第５章 
グループに分かれ、実際に新商品のアイデアの創出を
行う。 

テキスト第５章をあらかじめ読んでおくこ
と。 
ここからグループワークが加わります。調べ
物をしたり、メモを共有する上で、スマホの
電池残量を事前に確認しておいてください。 

第４回 

コンセプト開発 
・エースコック「JANJAN ソース焼きそば」のコンセ
プト開発のケースを通じて、コンセプト開発の進め方
とコンセプト開発で気を付けることを学ぶ。 
テキスト第 6 章 
グループワークで、知覚マップを作成し、新商品のコ
ンセプトを開発する。 

テキスト第６章をあらかじめ読んでおくこと 

第５回 

プロトタイピング（商品コンセプトを具現化して試作
品を開発すること） 
・IDEO「ショッピング・カート」のプロトタイピン
グのケースを通して、プロトタイピングの進め方とプ
ロトタイピングで気を付けることについて学ぶ。 
テキスト第７章 
グループワークでは、さすがに試作品の作成まで行う
時間的余裕はないであろうから、コンセプト実現のア
イデアをもとに商品の設計図を描き、必要となる原材
料や技術、克服すべき問題点について考えてみる。製
作に幾らぐらいコストがかかるのかを見積もっておく
と、後で価格設定の際に役⽴つ。 

テキスト第７章をあらかじめ読んでおくこと 

第６回 

中間報告 
・これまでの成果をもとに、チームごとに中間報告を
行う。 
他のチームの報告をよく聞き、問題点があれば指摘

授業が始まる前に、報告資料を提出するこ
と。 
Microsoft ならワードかパワーポイントで、
Google ならドキュメントかジャムボードで



し、改良点があれば提案する。 整理したものを使用すると、聞き手が理解し
やすいですが、この段階ではメモ書きしたも
のを写メでとり、プロジェククターに投影し
てもかまいません。 

第７回 

市場規模の確認 
・ロッテ「Fitʼｓ」に見る、市場規模の確認を通じ
て、市場規模の確認の進め方と市場規模の確認で気を
付けることについて学ぶ。 
テキスト第８章 
グループワークで、類似性に基づく推定と比率連鎖法
を用いて市場規模の確認を行う。 

テキスト第８章をあらかじめ読んでおくこ
と。 

第８回 

競合・技術の確認 
・ホンダ「CR-Z」の競合・技術の確認のケースを通
じて競合・技術の確認の進め方と、競合・技術の確認
で気を付けることを学ぶ。 
テキスト第９章 
グループワークでは、３C 分析とポジショニング・マ
ップの作成を通じて競合・技術の確認を行う。 

テキスト第９章をあらかじめ読んでおくこ
と。 

第９回 

顧客ニーズの確認 
・ハウス「C1000 ビタミンレモンコラーゲン」の顧
客ニーズの確認のケースを通して、顧客ニーズの確認
進め方と顧客ニーズ確認で気をつけることについて学
ぶ。 
テキスト第 10 章 
グループワークでは、商品コンセプトが受け入れられ
るかどうか、パッケージの形状やラベル、商品名が当
該商品のベネフィットをイメージするのにふさわしい
かどうかを考えてみよう。自分たちだけでなく、他の
チームのメンバーにも確認してもらうとよい。 

テキスト第 10 章をあらかじめ読んでおくこ
と 

第 10 回 

販促提案 
・サントリー「ハイボール」の販促提案のケースを通
じて、販促提案の進め方と販促提案で気を付けること
について学ぶ。 
グループワークでは、メディアの選択とメッセージの
考案を行う。ターゲットは誰なのかを確認し、ターゲ
ットにメッセージが届く方法を考える。 

テキスト第 11 章をあらかじめ読んでおくこ
と 

第 11 回 

価格提案 
・パステル「なめらかプリン」のケースを通して、価
格提案の進め方と価格提案で気を付けることについて
学ぶ。 
テキスト第 12 章 
グループワークでは、売って儲かる価格と、顧客が買
ってもよいと思う価格と、競合他社の提示する価格を
確認しながら、価格提案を行う。 

テキスト第 12 章をあらかじめ読んでおくこ
と。 

第 12 回 

チャネル提案 
・花王「ヘルシア緑茶」のチャネル提案のケースを通
して、チャネル提案の進め方とチャネル提案で気を付
けることについて学ぶ。 

テキスト第 13 章をあらかじめ読んでおくこ
と。 



テキスト第 13 章 
グループワークでは、各チャネルのメリット・デメリ
ットを考えながら、チャネル提案を行う。 

第 13 回 

企画書作成 
・フジッコ「フルーツセラピー」の企画書作成のケー
スを通して、企画書作成の進め方と企画書で気を付け
ることについて学ぶ。 
テキスト第 14 章 
グループワークで、企画書を作成する 

テキスト第 14 章をあらかじめ読んでおくこ
と。 

第 14 回 

プレゼンテーション 
・グリコ「メンズポッキー」のプレゼンテーションの
ケースを通じてプレゼンテーションの進め方とプレゼ
ンテーションで気をつけることについて学ぶ。 
テキスト第 15 章 
グループワークでは、これまでに学んだことに注意し
て、翌週の最終報告に備えてプレゼンテーションの準
備をする。 

テキスト第 15 章をあらかじめ読んでおくこ
と。 

第 15 回 
グループごとに全員の前で最終報告を行う。 
報告後、グループワークに対するチームメンバーの貢
献度を、自分の貢献度も含めて評価する。 

授業開始前までに企画書を提出すること。最
終報告は、提出された企画書をプロジェクタ
ーに投影しながら行う。 
他のチームの発表はしっかり聞くこと。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD401-
M01 

2.科目名 代替療法看護論 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡田朱⺠、山本加奈子、米澤紗智江 

5.授業科目の区分 講義（演習等） 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 近年、医療に対する考え方が⻄洋医学のみならず、未来型医療として統合医療の方向に変
わりつつある中で、補完代替医療/療法（Complementary＆Alternative 
Medicine/Therapy：CAM/CAT）の概要と背景、看護への導入とホリスティックナーシング
について学び考える。 
 本授業では、主に自然治癒力・免疫力・癒し・安楽を意識した補完代替療法としての「リ
ラセーション法」「ナーシングマッサージ」「ヨーガ療法」「アロマセラピー」を中心にその
理論と実際について学び、ホリスティックナーシング 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.補完代替療法及び、ホリスティックナーシングの概念を理解し、必要性について考え、述
べることができる。                                        
2.リラクセーション法の理論と実際を学び、セルフケアへの導入について考え、述べること
ができる。 
3.ヨーガ療法の理論と実際を学び、セルフケアへの導入について考え、述べることができ
る。                                          
4.ナーシングマッサージの理論と実際を学び、看護への導入について考え、述べることがで
き
る。                                                                 
5.アロマセラピーの理論と実際について学び、セルフケア、看護への導入について考え、述
べることができる。                          
6.補完代替療法の看護への導入、及びホリスティックナーシングの看護実践への活用の可能
性について考え、述べることができる。 

19.教科書・教材 教科書なし 
教材は資料と CD 及びＤＶＤ、アロマオイル等 

20.参考文献 

1）ルース・リンクス、マラヤ・スナイダー他著、尾崎フサ子他監訳：ケアの中の癒し、看
護の科学社、2016 
2）Mariah Snyder 編、野島良子、富川貴子監訳：心とからだの調和を⽣むケア、へるす出
版、2006 
3）小板橋喜久代・荒川唱子編：リラクセーション法入門、日本看護協会出版会、2013 
4）小板橋喜久代・河内⾹久子編：ナーシングマッサージ入門、日本看護協会出版会、2016 
5）川嶋みどり編：触れる・癒す・あいだをつなぐ手、TE-ARTE 学入門。看護の科学社、
2011  
6）日本アロマセラピー学会看 

21.成績評価 
成績評価の方法は、事前学習、講義・演習への取り組み レポート等とし、総合的に判断す
る。 
（岡田 50 点・山本 25 点・米澤 25 点） 

22.コメント 
ホリスティックナーシングとは、身体（body）だけでなく心（mind）と魂（Spirit）をも包
括し、社会や自然環境の中で⽣きている全体的＝ホリスティックな存在としてケアする看護
です。看護師自身がまず、癒された健康状態を保つことがホリスティックナーシングにおい



て重要です。そこで、セルフケアとこれからの看護実践の方法として活用ができる「リラセ
ーション法」「ナーシングマッサージ」「ヨーガ療法」「アロマセラピー」を中心に、体験を
通して楽しく学びましょう！ 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室、また mail 等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
  ４/11(月) 
３限   
  （岡田） 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・進め
方・評価の方法、受講上の留意点などについて） 
・ホリスティックナーシングの概念 
・補完代替医療/療法の概念   
     
  
 

【①事前課題】 
   講義が始まる前に日本ホリスティックナ
ーシング研究会のホームページ内にある
2016〜2019 年のニューズレターを読んでく
ださい。そして、word を使用し、A4 用紙 1
枚程度、感想と学びを述べ、４月 8 日
（金）17 時までに Web class に提出してく
ださい。 

【第 2 回】 
  ４/11(月) 
4 限 
  （岡田）
  
 

・補完代替療法の知識と実際（1） 
 ストレスマネージメントとリラクセーション法 
   ＜演習＞リラクセーション法：呼吸法・筋弛緩法 
 

【②事後課題レポート】 
   ①演習記録、②本科目選択の理由、③ス
トレスマネジメントとリラクセーションにつ
いての学びと自己の考えについて、所定の課
題レポートに記載し、4 月 18 日（金）17 時
までに、Web class へ提出。 

【第 3 回】 
   4/15 (金) 
4 限  
  （山本） 

・補完代替療法の知識と実際（2） 
 アロマセラピーに関する基礎知識      
 

事前課題：アロマセラピーに関する看護研究
論文を 1 本読み、「Ⅰ．研究成果のまとめ
（取り上げる論文のタイトルを含む）」、
「Ⅱ．今後の看護への活用の可能性につい
て」（考察としてⅠに基づき、自身の考えを
述べる）、「文献リスト」の順に、A4 用紙 1
枚にまとめ授業に持参。表紙は不要、出席番
号と氏名は冒頭に記載。本課題の提出をもっ
て評価の 22％とする。 
課題の評価の視点は、①課題の目的に沿った
研究を取りあげている。(2%)②研究結果を
客観的に、かつわかりやすくまとめている。
(5%)③看護への活用の可能性について、研
究結果 

【第 4 回】 
   4/15(金) 
5 限 
  （山本） 

＜演習＞看護に活かすアロマセラピー（セルフケアと
対象者への援助）まとめ 

 
 

【第 5 回】 
   4/19(⽕) 
3 限 
  （米澤） 

・補完代替療法の知識と実際（3）                            
 ヨーガ療法に関する基礎知識                   
    ヨーガ療法と心身相関について 

【レポート】 
   授業中に配布。医療現場において、ヨー
ガ療法導入の効果が期待できる仮想の事例を
ひとつ挙げ、その患者の①疾患名、②抱えて
いる問題点、③ヨーガ療法を実施する目的を
踏まえた上で、④期待できる効果について明
記の上、4 月 30 日（金）17 時までに Web 
class へ提出。評価の 25％とする。 

【第 6 回】 
   
4/19(⽕）4

＜演習＞看護に活かすヨーガ療法（セルフケアと対象
者への援助） 

体験と考察 



限 
   （米澤） 

【第 7 回】 
4/25(月）3
限 
（岡田） 

・補完代替療法の知識と実際（4）    
 看護に活かすナーシングマッサージの基礎知識 

【③課題レポート】 
   ①演習記録、②ナーシングマッサージに
ついての学びと自己の考えについて、所定の
課題レポートに記載し、5 月 2 日（月）17
時までに、Web class へ提出。      
 

【第 8 回】 
4/25(月）4
限 
（岡田） 

＜演習＞看護に活かすナーシングマッサージ 
     手のナーシングマッサージの方法 

【④課題レポート】 
 全授業を受け、補完代替療法の看護への導
入、及びホリスティックナーシングについて
自己の考えをレポートし、5 月 27 日（金）
17 時までに Web class へ提出。書式等、詳
細は講義で説明する。 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD402-
M01 

2.科目名 災害看護論 （4 月 21 日〜5 月 19 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 伊藤尚子 

5.授業科目の区分 総合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

災害が健康と⽣活に及ぼす影響を知り、看護師としての役割を学ぶ。災害の種類やサイク
ル、法・制度・支援体制、看護の対象と活動の場などの基本的知識と、災害サイクル各期に
おける人々の状況、および看護の役割と機能を理解し、被災者を身体的・精神的・社会的に
支援する知識と技術を修得する。さらに看護師としての防災・減災対策を考察する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
1.災害の種類やサイクル、法・制度・支援体制、看護の対象と活動の場などの基本的知識を
理解する。 
2.災害が人々の健康と⽣活に及ぼす影響を知り、看護師としての役割を学ぶ。 
3.被災者を身体的・精神的・社会的に支援する知識を理解し、適切な技術を修得する。 
【DP との関連】 
（1）自律性:被災者が体験する困難さを理解し、自ら考え判断し行動できる。 
（2）社会的貢献性：人々の安全・安心を確保するための知識と技術を習得する。 
（3）多様性理解：あらゆる背景を持つ被災者の特徴を理解し説明できる。 
（4）問題発見・解決力：災害が健康と⽣活に及ぼす影響を理解し、被災者の安全・安心を
提供する看護を考察できる。  
（5）コミュニケーションスキル：被災者に対する傾聴の意義と手法を理解し実践できる。 
（6）専門的知識・技能の活用力：被災者を看護の対象として理解し、⽣命・健康・⽣活を
護る支援を考察できる。 
 

19.教科書・教材 授業時に資料を配布 
20.参考文献 授業時に示す。 
21.成績評価 筆記試験（60％)，アサインメント・レスポンスシート(30％)，学習参加態度（10％） 

22.コメント 

国内外で発⽣した災害に興味を持ち、それらに関するニュースや新聞、本に触れてくださ
い。あるいは被災した方のお話を聞いてみるのもよいでしょう。 
いつ起こるかわからない災害に備え、自他を守る能力を身につける心づもりで授業に参加し
てください。 
予習復習を怠らないようにしましょう。  
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：水曜日 昼休み 
センターオフィスアワー：木曜日 昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

1. 災害及び災害看護の概念 
1）災害とは 
2）災害の種類 
3）災害看護とは 

【アサインメント】 
災害時に看護ができることは何か考えてきて
ください。 

第 2 回 2.災害の種類別疾病構造 【レスポンスシートの提出】 



1）自然災害 
2）人為災害 
3）NBC 災害 

第 1・2 回の授業を通して、学んだことから
考察したことを記述して提出してください。 

第 3 回 

3.災害各期の看護 
1）急性期の看護 
2）亜急性期の看護 
3）慢性期・復興期の看護 
4）静穏期（備えの時期）の看護 

【アサインメント】 
今後来る災害に備えあなたが準備しているこ
とを記載し箇条書きにして提出してくださ
い。 

第 4 回 

4．災害看護の活動の場と被災者の⽣活 
1）救護所での被災者の⽣活と看護活動 
2）避難所での被災者の⽣活と看護活動 
3）仮設住宅での被災者の⽣活と看護活動 
4）自助・共助・公助 

【レスポンスシートの提出】 
第 3・4 回の授業を通して、学んだことから
考察したことを記述して提出してください。 

第 5 回 

5. 被災者特性に応じた看護 
1）被災者の定義と概念 
2）災害時要配慮者の特性 
3）小児・⺟性への災害看護 
4）高齢者への災害看護 
5）障がい者への災害看護 
6）慢性疾患患者に対する災害看護 
7）外国人に対する災害看護 

【アサインメント】 
災害が発⽣したときに、あなたの目の前にい
る要配慮者に何ができるか考えて記載し、提
出してください。 

第 6 回 

6. 災害とメンタルヘルスケア 
1）災害ストレス 
2）災害ストレスに対する心身の反応 
3）こころのトリアージ 
4）メンタルヘルスケア実施者の役割 
5）救援者の受けるストレス 

【レスポンスシートの提出】 
第 5・6 回の授業を通して、学んだことから
考察したことを記述して提出してください。 

第 7 回 

7．日本における災害医療体制 
1）災害拠点病院 
2）広域災害救急医療情報システム 
3）災害派遣医療チーム 
4）広域医療搬送 
5）災害に関する法と制度 

 

第 8 回 
8．演習（グループワーク） 
1）トリアージ（または机上訓練） 

【レスポンスシートの提出】 
第８回の授業を通して、学んだことから考察
したことを記述して提出してください。 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD403-
M01 

2.科目名 看護研究方法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 

中島登美子、有本梨花、岩下真由美、今福恵子、伊藤尚子、蛭子真澄、遠藤俊子、岡光京
子、小河原みゆき、⿊田葉子、楠本真⽣、櫻井信人、齋藤益子、⽩石⼣起子、高見沢恵美
子、谷口由佳、中世古恵美、中野康子、中島通子、⻄村美登里、沼本教子、野村浩、原本久
美子、久井志保、本田真也、松田宣子、松原まなみ、溝畑剣城、森一恵、八木良子、横山利
枝 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ４年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】 
看護研究の目的と必要性を理解し、研究に関する基礎的な知識・方法を習得する。看護研究
の意義、文献検索方法、研究計画書の作成方法、調査方法について学修する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学修目標】 
DP1 自律的で主体的な態度  
DP4 問題発見・解決力 
1.看護研究の意義、プロセスを説明できる。 
2.基礎的な文献検索方法がわかり、実施できる。 
3 看護研究で用いられる方法を凡そ理解できる。 
4.研究計画書の作成の意義と方法を説明できる。 
5.研究疑問を文章化し、研究目的、研究課題(仮）作成を試みる。 
 

19.教科書・教材 坂下玲子,宮芝智子,小野博史.(2020)系統看護学講座別巻 看護研究(第 1 版、8 刷).医学書院 
20.参考文献 講義中に適宜紹介する。 

21.成績評価 

課題への取り組み 50％ 提出物①②③④⑤ 
研究課題レポート   50％ 研究計画書の提出 
※   別紙 資料１ ルーブリック評価表(自己評価、教員評価） 
 

22.コメント 

自己の研究課題を先行研究の文献検索、批判的読み方、要約について取り組みましょう。こ
の後に続く卒論の「研究の背景」や「目的」につながる第 1 歩です。また、その目的を明ら
かにするための最適な研究方法については講義で学び、研究計画の要である研究疑問を明ら
かにしましょう。 

23.オフィスアワー 中島登美子：研究室;水曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
4 月 11 日
(月)1 限 

看護研究方法の授業のオリエンテーション 
看護における研究の役割、研究のプロセス (担当：中
島登美子) 

教科書の該当する章を読んで参加すること
(毎回） 
提出物の詳細は初回に説明する。提出物は
18 時迄に web class に提出すること 
<1-2 章> 

第２回 文献検討の意義と方法 (担当：中島登美子) <3, 12 章> 



4 月 11 日
(月）２限 
     
 

提出物① 

第３回 
4 月 13 日
(水)1 限 

提出物①取り組みたい研究課題の検討／担当教員毎  

第４回 
4 月 14 日
(木)1 限 
 

A グループ：文献検索(1-201) (担当：藪本), B グルー
プ：文献講読① (担当：中島登美子) 

<3 章> 
 

第５回 
4 月 14 日
(木)2 限 

A グループ：文献講読① (担当：中島登美子) B グル
ープ：文献検索(1-201) (担当：藪本) 

<3 章> 
提出物②文献検索の結果 

第６回 
4 月 18 日
(月)3 限 
 

研究デザイン & 研究方法の選択  (担当：中島登美
子) 
 

<5 章> 
提出物③ 

第７回 
4 月 18 日
(月)4 限 
 

看護研究の方法 〜 事例研究  (担当：中島登美子) 
 

<10 章> 
提出物④ 

第 8 回 
4 月 20 日
(水)1 限 
 

論文講読②／担当教員毎  

第９回 
4 月 21 日
(木)1 限 

データ収集方法・分析①  (担当：中島登美子) <6-7 章> 

第１０回 
4 月 21 日
(木)2 限 
 

データ収集・分析②  (担当：中島登美子) <6-7 章> 

第１１回 
4 月 25 日
(月)1 限 
 

研究における倫理  (担当：中島登美子) <4 章> 

第１２回 
4 月 25 日
(月)2 限 

研究計画書  (担当：中島登美子) <8 章> 
提出物⑤ 

第１３回 
4 月 26 日
(⽕)1 限 
 

文献講読③ 研究計画書作成／担当教員毎  

第１４回 
4 月 27 日
(水)1 限 

文献講読④ 研究計画書作成／担当教員毎  



 
第１５回 
4 月 28 日
(木)1 限 

文献講読⑤ 研究計画書作成／担当教員毎 
5 月 9 日(月)13 時迄に研究計画書を web 
class に提出すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD404-
M01 

2.科目名 実践看護学特演 3.単位数 3 

4.授業担当教員 中島通子、横山利枝 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学専攻 4 年⽣ 9.履修学年 4 年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 

16.履修制限 看護学専攻の学⽣は必修であるが、助産師課程、保健師課程の学⽣もできるだけ聴講してく
ださい。 

17.授業の目的と概要 

8 つの実践看護学領域（基礎、慢性、急性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）について履修
する。 
既習の看護学の知識・技術を基盤に理論と実践の統合を図り、看護実践能力のさらなる向上
を目標とする。 
授業では、各々の領域における特有な看護問題や援助について、講義、グループワーク討議
により学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は、DP の（1）自律性（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 
DP との関連 
１．各看護学実習での体験を深めるために、看護に必要な専門基礎知識を再確認する。（問
題発見・解決力・専門的知識） 
２．既習の各看護学の知識・技術を再確認しながら、各領域に特有な看護問題と援助の統合
を図ることにより、看護実践能力のさらなる向上を目指す。（問題発見・解決力・専門的知
識） 
３．自ら計画を⽴てて課題に取り組み、期限に間に合うように実行できる。（自律性） 
 

19.教科書・教材 
オープンセサミ①〜⑤、演習問題 
高正答率問題集 

20.参考文献  

21.成績評価 

成績評価は、担当教員が下記を評価する。 
小テスト 40%：4 回各 10 点 
総括試験 60％：看護師全国模擬試験総得点 300 点を換算する 
 

22.コメント 
統合実習期間との関係上、10 月から 11 月の期間に実施します。 
自己学習も計画に組み入れて臨んでください。 

23.オフィスアワー 木曜日の昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1−6 回 

人体の構造と機能  
 各器官の構造と機能 
 ⽣体リズムと恒常性・防御機能 
 成⻑と⽼化 
疾病の成り⽴ちと回復の促進 
 予防・要因・回復過程 
  
  
 

講義内容の予習・復習 
 



7−9 回 

基礎看護学 
 看護の基本となる概念 
 看護技術と判断プロセス 
 保健・医療・福祉の中での看護の役割 
 

講義内容の予習・復習 
 

10−11 回目 

⽼年看護学 
 加齢に伴う高齢者の⽣活と健康状態 
 高齢者と家族の⽣活や健康を支える看護 
 多様な⽣活の場で高齢者を支える看護 
 

小テスト① 
授業の始めに第 1〜9 回（人体疾病・基礎看
護学）の小テスト（Web Class）を行います 
講義内容の予習・復習 
 

12−15 回 

成人看護学 
 急性期にある患者と家族の看護 
 慢性疾患がある患者と家族の看護 
 

講義内容の予習・復習 
 

16−17 回 

小児看護学  
 子どもの成⻑発達と健康増進 
 病気や入院が子どもと家族に及ぼす影響と看護 
 健康課題をもっ子どもと家族への看護 
 

小テスト② 
授業の始めに第 10〜15 回（⽼年看護学・成
人看護学）の小テスト（Web Class）を行い
ます 
講義内容の予習・復習 
 

18−19 回 

⺟性看護学 
 リプロダクティブ・ヘルス 
 ライフサイクル各期の看護 
 妊娠・分娩・産褥・新⽣児期の看護 
 周産期医療システムと⺟子保健施策 
  
 

講義内容の予習・復習 
 

20−22 回 

在宅看護論 
 在宅療養者の看護 
 地域包括ケアシステムにおける在宅看護 
 

小テスト③ 
授業の始めに第 16〜19 回（小児看護学・⺟
性看護学）の小テスト（Web Class）を行い
ます 
講義内容の予習・復習 
 

23−25 回 

健康支援と社会保障制度 
 社会保障の理解の理念、社会保険制度および社会福
祉に関する法律 
 保健活動の基盤となる法や施策 
 

講義内容の予習・復習 
 

26−28 回 

精神看護学 
 精神保健の基本と保持・増進にむけた看護 
 精神疾患・障害の特徴と看護、回復支援の看護 
 精神看護の対象理解と支援のための概念 
 

小テスト④ 
授業の始めに第 20〜25 回（在宅看護論・健
康支援と社会保障制度）の小テスト（Web 
Class）を行います 
講義内容の予習・復習 
 

29−30 回 

看護の統合と実践 
 看護マネジメントの基本 
 災害看護 
 国際社会における看護 

講義内容の予習・復習 
 



 

 12 月  
総括試験 看護師国家試験全国模試 

 

   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M01 

2.科目名 統合看護実習 （公衆） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松田宣子、中世古恵美、久井志保 

5.授業科目の区分 総合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 １年から４年春配当必修の専門科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
１） 公衆衛⽣看護学実習での学習を基盤にして、保健師活動（公衆衛⽣看護）を実践
するための支援技術を学ぶ。 
２） これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに自己の看護観を育成すると
ともに、看護専門職（特に保健師）としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確
にする。 
【概要】 
実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛⽣看護学選択分野のうち、学⽣個々が関
心のある 1 分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習を
通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成する 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性、（３）多様性理解、（４）
問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキル、（６）専門的知識・技能の活用力に関
連しています 
1）既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
2）保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
3）他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
4）看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移
行する準備ができる。 
5）看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習要項を参照 

22.コメント 
保健所・市町村での実習が中心となります。公衆衛⽣看護分野を選択する学⽣の必修科目と
なります。しっかり学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 
松田 ：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 
久井 ：研究室 曜日           、  センターオフィスアワー（図書館）  曜日 
中世古：研究室 水曜日Ⅲ時限、 センターオフィスアワー（図書館） ⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 各領域の実習要項参照  
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M02 

2.科目名 統合看護実習 （小児） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 本田真也、中島登美子、横山利枝 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 3 年次配当の実習科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 統合看護実習の希望調査に基づき、調整を行う。 

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習の目的】 
 実践看護学選択分野、助産学分野、公衆衛⽣看護学分野の中から 1 分野を選択し、これま
で学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成するとともに、看護専門職者と
しての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 
【統合看護実習（小児看護）の目的】 
 疾病や障害をもって⽣活をしている子どもと家族への看護援助を行うことを通じて、これ
までに学習した看護学の知識・技術・態度を統合し、看護観を育成するとともに、看護専門
職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニ
ケーションスキル、(6) 専門的知識・技能の活用の学修に関連しています。 
【統合看護実習全体の学習目標】 
1. 既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
2. 保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
3. 他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
4. 看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移
行する準備ができる。 
5. 看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 
【小児看護分野での学習目標】 
1. 小児看護学に関する講義・実習で学んだ知識・技術を応用し、疾病や障害をもって⽣活
する子どもと家族の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供することができる。 
2. 疾病や障害をもつ子どもとその家族への計画的・継続的に提供される看護について学ぶ
ことができる。 
3. 疾病や障害をもつ子どもとその家族を支える様々な職種、その中での看護職の専門性を
理解し、他職種との連携のあり方を考えることができる。 
4. 子どもとその家族を支えるための保健・医療・福祉・教育の総合的ケア提供の在り方を
学ぶことができる。 
5. 実習における学びを踏まえて、自己の看護観を深めるとともに、将来に向けての課題を
明らかにすることができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 特になし（実習目標の達成に必要となる文献を各自で検索して、活用する） 

21.成績評価 
実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は実習場面と実習記録によって行う。 



★課題レポート 
テーマは統合看護実習のねらい・目標をもとに、自分自身が行った看護とその結果を整理
し、各自の自分の小児看護に対する考え方（看護観）を述べる。 
★実習記録および自己評価表、課題レポート、自己学習の記録をファイルに綴じ、定められ
た期限までに提出すること。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要項を参照する） 

22.コメント 
4 年間の最後の実習になります。自ら目的をもち、実習施設や指導者との調整を行いなが
ら、主体的に実習を行っていきましょう。 

23.オフィスアワー 

中島 ⽕曜日昼休み＠図書館・水曜日昼休み＠研究室 
本田 水曜日昼休み＠図書館・⽕曜日昼休み＠研究室 
横山 木曜日昼休み＠図書館・金曜日昼休み＠研究室 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

学内実習
（事前） 
（5 日間） 

1. 統合看護実習（小児看護学）のねらいや目的、方
法を理解する。 
2. これまでの学修や実習体験を振り返り、統合看護
実習における自己の課題や目標を明確化する。 
3. 実習に向けての準備性を高める。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要綱を参照す
る） 

◆PC を持参すること 
★学内実習期間において、各自で実習目標、
実習計画、実習記録、評価表を作成する 

病院実習
（10 日間） 

1. 基本的に 1 名の子どもを受け持ち、子どもや家族
との関わり、その子どもにとっての最良の状態を保つ
ための看護援助を計画し、できる範囲において施設の
スタッフとともに看護援助を行う。 
2. 自身が焦点をあてた現象について、日々の子ども
と家族との関わりや看護援助を行った実践を記録に残
す。 
3. 実習期間中には、各自が学習・経験した事柄を共
有し、意見交換を行うことによって、個々の学びを深
めること、経験した出来事の意味を考え、解決の手が
かりを探し、その結果を日々の実習計画や看護援助に
役⽴てることを目的としてカンファ 

 

障がい児
（者）施設
見学実習 
（2 日間） 

障害児（者）施設における看護専門職者の役割・機能
と、保健・医療・福祉の総合的ケア提供の在り方につ
いて学ぶことを目的とする。 
1. 障害児（者）施設の入所や短期入所、通所、外
来、リハビリテーションにおいて、各職種の利用者様
への関わりや職種間の連携の様子について見学を主体
とした実習を行う。 
2. 施設のスタッフより重症心身障害児（者）の医
療・看護、福祉制度に関する講義を受ける。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要項を参照す
る） 

 

学内実習
（事後） 
（3 日間） 

施設での実習で受け持った子どもと家族への看護につ
いてまとめ、発表とディスカッションを通じ、学びを
統合することを目的として行う。 
1. 病院実習の終了後、卒業研究を担当する教員を中
心に指導を受けながら、自分が焦点をあてた小児看護

◆PC を持参すること 
★最終カンファレンスまでに発表内容をまと
めたスライドを提出する（期限は実習中に説
明する） 
★すべての実習終了後には実習記録等一式を



の現象について振り返って整理する。 
2. 最終カンファレンスでは、病院実習において受け
持った事例について、自身が焦点をあてた小児看護の
現象についてまとめた内容を発表し、他の学⽣とのデ
ィスカッションを行う。 
（詳細は統合看護実習（小児看護）実習要項を参照す
る） 

ファイルの綴じて提出する 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M03 

2.科目名 統合看護実習 （基盤） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真⽣、福⻄さだ子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件 必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛⽣看護学選択分野のうち、学⽣個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
１．既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
４．看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移
行する準備ができる。 
５．看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的い評価する 
22.コメント 4 年間の集大成の実習です。自己を高められるよう積極的に学んでください。 
23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 各分野実習要項参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M04 

2.科目名 統合看護実習 （急性） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 １年〜４年春配当の必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 ３年次配当の実習科目の単位取得者 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛⽣看護学選択分野のうち、学⽣個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
【概要】 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
１．既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
４．看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移
行する準備ができる。 
５．看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 
 

19.教科書・教材 特に指定しない。 
20.参考文献 必要時適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題 10%(課題 1.実習病棟で多い手術とその合併症・治療・検査・看護) 
実習記録 20% 
実習での看護実践 50% 
実習中学修課題 10%(課題 2. 統合実習で学んだことと看護師としての課題、課題 3. 医療職
者及び他機関との協働や連携) 
実習態度 10% 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 4 年間の集大成の実習です。自己を高められるよう、積極的に学んでください。 
23.オフィスアワー 高見沢恵美子：センター；木曜日昼休み、研究室；⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 週】 
月曜日 

学内オリエンテーション、課題学習  



⽕曜日 病棟実習 病棟オリエンテーション、患者情報収集  

水曜日 学内演習 患者の看護計画⽴案に必要な文献検討・関
連図作成 

 

木曜日 
病棟実習 1 名の受け持ち患者への看護過程の展開，
リーダー看護師の役割見学 

 

金曜日 
病棟実習 1 名の受け持ち患者への看護過程の展開，
関連図についてのカンファレンス，新たに受け持つ患
者の情報収集 

 

【第 2 週】 
月曜日 

病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加 

 

⽕曜日 
病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加  

水曜日 学内演習 新たに受け持った患者の看護計画⽴案に必
要な文献検討・関連図作成 

 

木曜日 病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加 

 

金曜日 
病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加，新たに受け持った患者の関連
図についてのカンファレンス 

 

【第 3 週】 
月曜日 

病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加 

 

⽕曜日 
病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加 

 

水曜日 

病棟実習 2 名の患者を受け持ち看護過程の展開，病
棟カンファレンス参加，看護専門職者としての自分自
身の課題と目指す看護師像についての最終カンファレ
ンス 

 

木曜日 病院実習 病院で活動している医療チーム活動(緩和
ケア・排尿ケア・感染対策・NEST 等)の見学実習 

 

金曜日 
学内演習 医療職者及び他機関との協働や連携に関す
るレポート作成，実習記録類の整理・提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M05 

2.科目名 統合看護実習 （慢性） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【本授業の概要】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛⽣看護学選択分野のうち、学⽣個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
４．看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移
行する準備ができる。 
５．看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 実習中随時紹介する 
21.成績評価 出席状況、実習目標の達成度、実習への取り組みなどから総合的に評価うｓる。 
22.コメント 関心のある分野で主体的に学修を深めることを期待しています。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 各分野別実習要綱参照のこと  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M06 

2.科目名 統合看護実習 （⺟性） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 3 年次配当の実習科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習全体の目的】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛⽣看護学選択分野のうち、学⽣個々が
関心のある 1 分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
【統合看護実習の概要】 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既修得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者・集団と関わり、臨 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
2.総合周産期センターにおいて、他職種と協働する看護専門職者の役割・機能および、保
健・医療・福祉の総合的なケア提供のあり方について学ぶことができる。 
3.看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来にむけての自己の課題
を明確にできる。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性看護学概論および⺟性看護学援助論で使用した教科書および参考書 
3 年⽣の⺟性看護学実習で使用した事前学習ノート 
 

20.参考文献  

21.成績評価 
統合看護学実習評価表・実習記録・実習レポート・実習態度・出席状況と内容により総合的
に評価する。（統合実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 

22.コメント 学⽣最後の実習となります。チームの一員となり、積極的に学んでいきましょう。 
 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 週目 

学内実習：7 月 19 日（⽕）〜7 月 22 日（金）9：00
〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
      周産期医療システム 子育て地域包括支援シス
テム 
    周産期医療における看護管理   

実習要綱、実習要項、筆記用具。事前学習ノ
ート 
記録用紙は、この時に配布します。 



  模擬事例（ハイリスク妊婦）展開・模擬実習・技
術演習など 

2 週目 

【病棟実習】月曜〜木曜 
総合周産期⺟子医療センターの役割を学ぶ。 
ハイリスクの状態にある妊婦を受け持ち看護展開を行
う。 
原則として毎日カンファレンスを行い学⽣が行った看
護を振り返り、グループで⺟性看護学の学びを深め
る。 
カンファレンステーマは学⽣が主体的に提案するこ
と。 
木曜日は中間カンファレンスを実施する。 
【学内実習】金曜日 
受け持ち事例の看護過程の修正、次週への課題の明確
化を行う。 
 

 

3 週目 

【病棟実習】月曜〜木曜 
ハイリスクの妊婦を受け持ち看護展開を行う。 
受け持ちの状況によっては 2 事例目を受け持つこと
がある。 
看護師⻑に 1 日つき、管理実習を行う。 
木曜日は指導者も入り最終カンファレンスを実施す
る。 
【学内実習】金曜日 
面談 
NICU/GCU 実習に向けての課題の明確化 

 

4−5 週目 

NICU/GCU 実習 
グループに分かれて 1 日 NICU 実習、3 日間 GCU 実
習を行う。 
※実習日は学内実習初日に提示する。 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M07 

2.科目名 統合看護実習 （精神） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 １年〜４年春配当の必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本実習の目的は、これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成すると
ともに、看護専門職者としての自己キャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることであ
る。 
概要は、2022 年度統合看護実習要項（精神看護学）を参照すること。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（2）社会的貢献性、
（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
【統合看護実習（精神）の学習目標】 
１） 既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供する
ことができる。 
２）保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３）多職種との協働における看護専門者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア提
供の在り方について学ぶことができる 
４）看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移
行する準備ができる。 
５）看護専門職者としての役割・責務・態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
実習目標の達成度、記録物、実習への取り組みから総合的に評価する。 
詳細は、統合看護実習要項（精神）の評価表を参照すること。 

22.コメント 
コロナウイルスの状況に合わせて、実習内容をその都度調整することになります。臨機応変
に対応し、積極的に学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日２時間目 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 2022 年度統合看護実習要項を参照してください。  
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M08 

2.科目名 統合看護実習 （在宅） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松原まなみ、今福恵子、中野康子 

5.授業科目の区分 

統合看護学実習（在宅
看護）在宅看護学分野
における実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
1 年〜4 年春配当の必須専門科目を修得し
ていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 臨地実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

≪目的（全領域共通）≫ 
これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成するとともに、看護専門
職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 
＜目的（在宅看護学領域）＞ 
地域包括ケアシステムにおけるチームの一員として、地域で療養している人々に対する支援
のあり方を学ぶ。また、看護専門職者として、自己の看護観・課題を明らかにすることがで
きる。 
＜概要（在宅看護学領域）＞ 
地域包括ケアシステムの一員として、地域で療養している対象に必要な支援を行う。地域包
括ケアシステムにおける多職 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）地域で療養している対象を理解し、訪問看護過程の展開を通して、対象に必要な支援を
行うことができる。 
２）地域包括ケアシステムと看護専門職者の機能・役割を理解できる。 
３）訪問看護事業所における管理業務と管理者の役割を理解できる。 
４）看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深めることができる。 
５）実習中の学びを踏まえて、看護専門職者としての自己の看護観を明確にできる。 
６）看護専門職としてのキャリア開発に向けて、自己の課題を明確にできる。 

19.教科書・教材 臺有佳他（2020）.ナーシンググラフィカ在宅看護論 地域を支えるケア，メディカ出版，
大阪. 

20.参考文献 適宜紹介する。 
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。 

22.コメント 

4 年間学んできた知識・技術・態度（各看護学を含む）の統合として実習になります。 
病院に就職する方が多いかと思いますが、地域で療養する療養者の多様な価値観や⽣活をし
っかりと身近で捉えることで、病院等でどのような看護が必要なのか（看護の原点）を十分
考える機会となると思います。また、多職種との連携（特に介護支援専門員や訪問介護職員
との同行訪問、サービス担当者会議等）等を体験できることで、退院調整・支援のあり方を
学べる貴重な実習になると思います。 
楽しみにしながら実習準備を進めて行ってください。がんばりましょう！ 

23.オフィスアワー 水曜日（昼休み） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 詳細については、統合看護実習（概要）および統合看
護実習（在宅看護）要項を参照のこと。 

 

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M09 

2.科目名 統合看護実習 （⽼年） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 1 年〜4 年春配当の必修専門科目の修得 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛⽣看護学選択分野のうち、学⽣個々が
関心のある１分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
 各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技
術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場
に応じた看護援助を 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  専門的知識・技術の活用力 
?既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供すること
ができる。 
２．保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
３．他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
４．看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移
行する準備ができる。 
５．看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 

22.コメント 4 年間の集大成の実習です。自己を高められるよう、積極的に学んでください。 
遠隔になった場合は、改めて指示します。 

23.オフィスアワー ⽕曜 1 限 9:30〜10:30(メディアライブラリー) 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 各分野実習要項参照 
※状況で遠隔となる場合は別紙で対応する。 

 

   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M10 

2.科目名 統合看護実習 （助産） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中島通子、小河原みゆき、齋藤益子 

5.授業科目の区分 
統合看護 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 看護師・保健師・助産師 11.先修条件 3 年次配当の実習科目 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習全体の目的】 
 実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛⽣看護学選択分野のうち、学⽣個々が
関心のある 1 分野（実践看護学選択分野では 1 領域）を選択し、看護実践現場における学習
を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専
門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。 
【助産看護分野での目的】 
 助産看護実践現場における学習を通して、理論と実践の統合、ならびに、看護観を育成す
ることをねらいとする。また、助産看護専門職者 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【統合看護実習（助産）の学習目標】 
1. 既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
2. 保健医療チームの一員として、計画的・継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
3. 他職種との協働における看護専門職者の役割・機能と、保健・医療・福祉の総合的ケア
提供の在り方について学ぶことができる。 
4. 助産・看護の専門性を理解し、専門職者としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会
人に移行する準備ができる。 
5. 看護専門職者としての役割、責務、態度について学習を深め、将来に向けての自己課題
を明確にできる。 
 

19.教科書・教材 適時、提示する。 
20.参考文献 適時、提示する。 

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は実習場面と実習記録によって行う。 
★課題レポート 
テーマは統合看護実習のねらい・目標をもとに、自分自身が行った助産・看護とその結果を
整理し、各自の自分の助産・看護の考え方（看護観）を述べる。 
★実習記録および自己評価表、課題レポート、自己学習の記録をファイルに綴じ、定められ
た期限までに提出すること。 
（詳細は統合看護実習（助産）実習要項を参照する） 

22.コメント 4 年間の最後の実習です。主体的に実習を行っていきましょう。 

23.オフィスアワー 

斎藤 ⽕曜日 昼休み 
中島 水曜日 昼休み 
小河原 水曜日 昼休み 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 （詳細は統合看護実習（助産）実習要綱を参照する）  
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAD405-
M11 

2.科目名 統合看護実習 （国際） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 伊藤尚子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年⽣ 

10.取得資格の要件 保健師、助産師、看護師 11.先修条件 1 年〜4 年春配当の必修専門科目を修得し
ていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【統合看護実習】 
これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成するとともに、看護専門
職としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。 
【統合看護実習（国際看護）】 
グローバル社会における看護の機能を理解し、国際看護の対象である在日外国人に対して適
切な介入ができるよう、既習の知識や技術を応用し、看護実践現場における学びを通して理
論と実践の統合を図る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【統合看護実習】 
(1)既習の知識や技術を応用し、対象者の特性や健康上のニーズに応じたケアを提供するこ
とができる。 
(2)保健医療チームの一員として、計画的、継続的に提供される看護を学ぶことができる。 
(3)他職種との協働における看護専門の役割・機能と、保保健・医療・福祉の総合的ケア提
供のあり方について学ぶことができる。 
(4)看護の専門性を理解し、専門職としての自覚を高めるとともに、学⽣から社会人に移行
する準備ができる。 
(5)看護専門職としての役割、責務、態度について学修を深め、将来に向けての自己課題を
明確にできる。 
【統合看護実習（国際看護）】 
1）国際看護の対象である在日外国人の特徴を理解する。 
2）在日外国人に対する安全な医療の提供に向けて、対象に合わせた適切な診療の補助技術
を理解する。 
3）地域で療養している在日外国人に対する支援のあり方を理解する。 
4）地域住⺠として暮らす在日外国人を支援する組織団体とその役割を理解する。 
5）地域住⺠として暮らす在日外国人への健康支援および受療行動を支援する。 
6）看護職に必要な行動、態度を養う。 
 ※詳細は統合看護実習（国際看護）の要項を参照 

19.教科書・教材 必要時配布する。 
20.参考文献 適宜提示する。 
21.成績評価 実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に判断する。 
22.コメント ４年間の学びの集大成です。積み重ねた看護の知識と技術を駆使して臨んでください。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜日昼休み 
センターオフィスアワー：木曜日昼休み（図書館） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【実習スケジュール】 
1 週目：神⼾大学医学部附属病院 International 
Medical Communication Center（IMCC） 

実習記録の提出 
様式０「事前学習レポート」 
様式１「 統合看護実習（国際看護）におけ



2 週目：神⼾定住外国人支援センター（前半） 
3 週目：神⼾定住外国人支援センター（後半）、たか
とりコミュニティセンター 
4 週目：たかとりコミュニティセンター 
【学内演習】 
１．１）オリエンテーション 
  ２）実習にあたり必要な知識を確認しておく。 
  ３）自己の学修課題を明確にする。 
  ４） 神⼾大学医学部附属病院での実習に向けて
の事前学修を行う。 
２． 

る、自己の目標と課題」 
様式２「本日の実習目標・評価 …学内演習
／臨地実習において毎日提出」 
様式３「施設別実習レポート：学修内容と目
標に応じた評価・考察」 
様式４「統合看護実習（国際看護）レポー
ト：在日外国人への看護と今後の展望」 
様式５「実習評価表」 
別途、実習ルーブリック 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH201-
M01 

2.科目名 成人健康看護学概論 （2021 年度⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 森一恵、岡光京子、高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目  
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 2 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 

基礎看護学概論 
基礎看護方法論 
基礎看護技術Ⅰ 
基礎看護技術Ⅱ 
基礎看護学実習Ⅰ 
⽣化学 
薬理学 
臨床栄養学 
免疫学 
病態学 
疾病・治療論Ⅰ 
疾病・治療論Ⅱ 
形態機能学Ⅰ 
形態機能学Ⅱ  
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 

16.履修制限 
急性/慢性看護学実習の履修を開始するまでに「成人健康看護学概論」を履修し単位を取得
しておく 

17.授業の目的と概要 

目的 
看護専門職者、とくに看護師、保健師活動において対象とする成人期にある人々の身体・心
理・社会的特徴、健康問題の特徴について学修を深め、対象への看護に有用な概念および理
論について学ぶことを目的とする。  
概要 
この科目では、成人期にある人の健康の維持・増進や疾病からの回復を促進するための健康
レベルに応じた看護実践に関わる基本概念や基礎知識を修得できるよう、成人看護学領域で
活用する看護理論、看護モデルなどを学修します。臨床で対象者を理解するための考え方の
基本を身につけ、看護師としての多様な視点を養います 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標に関連するディプロマポリシーは、（1）自律性（3）多様性理解（5）コミ
ュニケーションスキルです。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①ライフサイクルにおける成人期の特徴と発達課題について説明できる。 
②成人期に特有な疾病から回復を促進するための看護の基盤となる知識を理解できる。 
③成人期にある人々への看護に有用な概念および理論について説明できる。 

19.教科書・教材 
林直子、鈴木久美、酒井郁子他(2022) 
成人看護学概論（改訂第 4 版）社会に⽣き世代をつなぐ成人の健康を支える 南江堂 

20.参考文献 授業内で提示する。 
21.成績評価 グループワーク課題・レポート課題･･･25％（各授業での課題を含む） 



中間のまとめ･･････  25％ 
総括試験･････････    50％   
授業で提示された課題は指定の日時までに指定された方法で提出する。 
レポート課題に関しては各授業の理解内容を問う。 
中間まとめは第 5 回の授業までに課題・方法を提示する。 
統括試験は第８回目の授業終了前に実施する。 
レポートの評価は、Web Class でルーブリックの評価表を提示するので確認をしてくださ
い。 
グループワーク課題およびレポート課題を提出すること 

22.コメント 
療養看護学分野の基礎となる授業で、成人期の人の理解と、実習で使う知識の基本となる学
修です。 
授業でわからないことは積極的に質問し、主体的に学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 

森一恵     ：センター；水曜日昼休み 研究室；水曜日 2 限 
高見沢恵美子：センター；木曜日昼休み 研究室；水曜日 2 限 
岡光京子   ：センター；⽕曜日昼休み 研究室；木曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4 月 12 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

成人健康看護学概論の概要 
ライフサイクルにおける成人期の特徴、発達課題  
＜森＞  
 

・教科書 P1〜32 を熟読 
・Web Class の資料と事前課題を持参す
る。（初回授業公開予定） 
・緊急事態措置中は資料を確認して授業に臨
んでください。Web Class を活用して出席
（時限アンケート）と授業内容確認のレポー
ト提出を行うので、授業時間には各自パソコ
ンを Web Class につないだ状態にしてくだ
さい。  
 

第 2 回 
4 月 12 日
(⽕)5 限 
(4-101)  
 

成人各期（⻘年期・壮年期・中年期（向⽼期）の身体
的・心理社会的特徴と健康問題 
◎作業：各自で資料をまとめる 
課題Ａグループ：第Ⅲ章 成人期にある人の健康：教
科書 p78〜97  
1．健康とは 
2．成人にとっての病気の体験とは 
3．成人保健と今日の健康動向 
課題Ｂグループ：第Ⅲ章 成人期にある人の健康：教
科書 p98〜112 
4．保健・医療・福祉政策と今日の健康課題 
課題Ｃグループ：第Ⅲ章 成人期にある人の健康：教
科書 p113〜133 
5．⽣活習慣と健康 
6．職業・労働と健康 
課題Ｄグループ：第Ⅱ章 成人をと 

・各自で自主的にワークを進める。 
・ノートパソコンを持参する。 
発表資料：A4×２枚まで 
Word で作成し、テーマをヘッダーに入力す
る。 
・出典を明記する。 
・インターネットからの文章のコピーペース
トは減点とする。 
発表資料：word 文書 
上下左右の余⽩：標準 
見出し、本文：MS 明朝 
タイトル：14 ポイント 
本文：12 ポイント 
36 行、35 文字 
以上の設定で作成する。 

第 3 回 
4 月 19 日
(⽕)1 限 
(4-101）  
 

成人各期（⻘年期・壮年期・中年期（向⽼期）の身体
的・心理社会的特徴と健康問題（２） 
◎課題についてのガイド 
 課題 A 成人期の健康概念と健康の動向 
 課題 B 成人期の健康課題 

課題は対面授業の場合は、プリントアウトを
して授業開始時に提出すること。 
・緊急事態措置中は、4 月 26 日授業開始時
にデータ（word 文書）を Web Class に添付
して提出すること。 



 課題 C ⽣活習慣と職業に関連する健康障害 
 課題 D セクシャリティと性・更年期と健康       
＜森＞ 

・個人ワークは 4 月 19 日授業開始時に紙で
提出してから授業に参加する。理由があって
公欠の場合はメール添付を認めるので授業ま
でに提出する。 
・Web Class を活用して出席（時限アンケ
ート）確認を行うので、授業時間には各自パ
ソコンを Web Class につないだ状態にして
ください。  
 

第 4 回 
4 月 26 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

成人保健の動向と成人期に特有な健康障害 ＜森＞  
教科書第Ⅱ章：成人を取り巻く今日の状況 
 

P33〜75（p56〜61 を除く）を読んで成人期
の健康問題についてまとめてくる。 
・緊急事態措置中は資料を確認して授業に臨
んでください。グループワークはグループ毎
に WebClassni 提出。 
・グループワークの提出は 4 月 26 日 9:00
授業前にレポート提出をする。 

第 5 回 
5 月 10 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

◎成果発表：反転授業 
投稿された中から優秀な資料を授業またはリモート上
で発表する。 
質疑については森のメールアドレスに提出する。 
優秀な内容で発表対象となった資料は加点対象とす
る。 
 ＜森＞   
 

・ノートパソコンを持参する 
資料は Web Class に登録されたものを共
有する。 
・緊急事態措置中は資料を確認して授業に臨
んでください。 
・Web Class の資料にあげているルーブリ
ックに自己評価を記載してレポートと一緒に
提出する。 

第 6 回 
5 月 17 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

概念・理論 ①ストレスの概念とコーピング ＜高見
沢＞ 

p134〜140、p174〜180、p253〜257 
・授業資料とともに配布する課題レポート用
紙に「自分自身のストレス・コーピングの内
容」について記入し、授業終了時間までに提
出してください。 
・課題の提出をもって、第 6 回を出席とし
ます。 

第 7 回 
5 月 24 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

概念・理論 ②危機と危機状態への働きかけ ＜高見
沢＞ 

p181〜186 
・授業資料とともに配布する課題レポート用
紙に「自分自身のバランス保持要因(出来事
の認識・ストレス・コーピング)の強化内
容」について記入し、授業終了時間までに提
出してください。 
・課題の提出をもって、第 7 回を出席とし
ます。 
 

第 8 回 
5 月 31 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

中間のまとめ 
第 1 回〜第 7 回の授業範囲のまとめを行います。 
緊急事態宣言が発出されたときは zoom で課題を出し
ます。その場合は、  
9：00 に zoom に集合してください。URL は前日ま
でに Web Class で公開します。   
 ＜森・高見沢＞ 

1〜7 回目の授業範囲 
対面の場合は授業の理解内容を問う試験を行
います。 
緊急事態宣言発出の場合はレポート課題に変
更します。 
Web Class でレポート内容を提示。提出締
め切りは 6 月 1 日（⽕）9:00 までに Web 
Class に提出。 



第 9 回 
6 月 7 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（1） 
1. 成人期にある人の健康行動の捉え方と健康行動を
促進する看護 
2.健康問題を持つ成人期にある人と看護師の人間関係                     
＜岡光＞  
 

・P77-81、P209-213 を熟読すること。 
・授業内で、課題を提示するので、それを回
答して、授業終了時に提出すること。 
・課題の提出を出席とする。 

第 10 回 
6 月 14 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（2） 
3.集団における調和や変化を促す看護アプローチ 
4.チームアプローチ               
＜岡光＞  
 

・P304-309 を熟読すること。 
・授業内で、課題を提示するので、それを回
答して、授業終了時に提出すること。 
・課題の提出を出席とする。 

第 11 回 
6 月 21 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（3） 
5. 看護マネジメント             ＜
岡光＞ 
 

・P310-317 を熟読すること。 
・授業内で、課題を提示するので、それを回
答して、授業終了時に提出すること。 
・課題の提出を出席とする。 

第 12 回 
6 月 28 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（4） 
6. 成人期にある人の意思決定を支える看護 
7.家族の捉え方と家族支援の方法         
＜森＞  
 

・教科書の以下の範囲をまとめて事前学修す
る 
p192〜196、ｐ223〜237、 
ｐ288〜297 
・事前学修範囲についての資料を Web 
Class に 6 月 21 日に掲載する。  
 

第 13 回 
7 月 5 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（5） 
8. 成人期にある人への看護に有用な看護技術（1） 
   ・エンパワーメント・エデュケーションの方法 
 ・成人のセルフケアを育む 
 ・セルフ・エフィカシーを高めるアプローチ ＜岡
光＞  
 

・P197-204、P205-208 を熟読すること。 
・授業内で、課題を提示するので、それを回
答して、授業終了時に提出すること。 
・課題の提出を出席とする。 

第 14 回 
7 月 12 日
(⽕)1 限 
(4-101) 
 

成人期にある人々への看護に有用な概念および理論
（6） 
9. 成人期にある人への有用な看護技術 
 ・退院支援の看護技術        ＜岡光＞  
 

・P103-108 を熟読すること。 
・授業内で、課題を提示するので、それを回
答して、授業終了時に提出すること。 
・課題の提出を出席とする。 

第 15 回 
7 月 26 日
(⽕)1 限 
(4-101)  
 

総括試験   ＜森・岡光＞ 6〜14 回目の授業内容 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH202-
M01 

2.科目名 急性・重症看護援助論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ２年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師・助産師・保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 看護学科 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、看護師として活動する際に必要な手術を受ける患者・家族への看護に関する
基本的能力を身につけることを目的としています。 
【概要】 
急性・重症看護学の対象となる人々の健康問題の特性、ならびに看護の基盤となる理論や
援助方法を学修する。さらに、健康問題・援助方法の知識を活用して、急性期にある患
者・家族の事例の看護過程をグループワークを通して学修する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はディプロマポリシーの(1)自律性・(4)問題発見解決力・(6)専門的知識
技能の活用力と関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①急性・重症看護学の対象者の健康問題と援助を説明できる。 
②急性・重症看護学の対象者に対する看護過程を説明できる。 
③急性・重症看護学の対象者に対する看護計画を⽴案できる。 
 

19.教科書・教材 特に指定しない 

20.参考文献 

それぞれの授業で提示する。 
林直子、鈴木久美、酒井郁子他(2019) 
成人看護学急性期看護Ⅰ 概論・周手術期看護 (改定 3 版) 
南江堂 

21.成績評価 

事前学習課題：２５％(具体的な課題内容はアサイメントに記載してある通りです) 
 ・ムーアの術後回復過程、術後無気肺と看護、胸腔ドレナージを受けている患者の看
護、 
  無気肺があり肺炎に移行するおそれがある患者の関連図と看護計画 
看護過程の展開個人ワーク成果：２５％(患者情報とアセスメント①〜⑦・関連図・看護計
画) 
中間試験：２０％ 
総括試験：３０％ 
※事前学習課題及び個人ワーク成果を提出することが、単位認定の前提となるので注意し
てください。 

22.コメント 
この科目は、３年⽣からの急性看護学実習で必要な知識や考え方を学びます。１年⽣の携
帯機能Ⅰ・Ⅱ、疾病治療論Ⅰ・Ⅱ、さらに成人看護学での知識を十分活用して、実際の対
象者をイメージしながら学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー 
高見沢恵美子：センター；木曜日昼休み、研究室；月曜日昼休み 
森一恵：センター；水曜日３限、研究室；水曜日２限 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 
4 月 8 日(金)2
限 
(2-401 教室) 
第２回 
4 月 8 日(金)4
限 
(2-401 教室) 
 

 
ガイダンス−学修目標、注意事項、授業の進め方な
どの説明＜高見沢＞ 
周手術期看護① ＜高見沢＞ 

<登校授業時> 
資料を教室で配布する。 
<緊急事態措置中> 
Web Class を活用して、授業を行う。 
・各授業毎に資料を印刷/ダウンロードし、
指定された教科書のページを読むこと。 
・学⽣は、授業時間に各自 Web Class に接
続し、指示に従って課題レポートを作成
し、Web Class に添付し提出すること。 
・課題レポートの提出をもって、出席とす
る。 
・資料と教科書(P6〜18、P38〜64)を読ん
でください。 
・ムーア(Moore)の術後回復過程の 4 相)に
ついて説明しなさい(A4×1 枚)。 
・課題レポ 

第３回 
4 月 8 日(金)5
限 
(2-401 教室) 
第４回 
4 月 15 日
(金)2 限 
(2-401 教室) 
 

周手術期看護② ＜高見沢＞ 
周手術期看護③ ＜高見沢＞ 
 

・資料と教科書(P66〜136)を読んでくださ
い。 
・術後無気肺と看護について説明しなさい
(A4×1 枚)。 
・課題レポートを、4 月 21 日(木)までに、
Webclass に提出してください。 
・課題の提出をもって、第 3 回第 4 回周手
術期看護②③を出席とします。 

第５回 
4 月 15 日
(金)4 限 
(2-401 教室) 
第６回 
4 月 15 日
(金)5 限 
(2-401 教室) 
 

胃切除術を受ける患者の看護① ＜森＞ 
胃切除術を受ける患者の看護② ＜森＞ 
 

胃切除（教科書 p231~p248、資料) 
アンケート（授業内容確認・質問） 
4 月 15 日 14:50~18:30 

第７回 
4 月 22 日
(金)2 限 
(2-401 教室) 
第８回 
4 月 22 日
(金)4 限 
(2-401 教室) 
 

人工股関節置換術を受ける患者の看護① ＜野村＞ 
人工股関節置換術を受ける患者の看護② ＜野村＞ 

◆人工関節置換術（教科書ｐ285〜ｐ302、
資料） 
アンケート（授業内容確認） 
 

第９回 
4 月 22 日
(金)5 限 
(2-401 教室) 
第１０回 

肺切除術を受ける患者の看護① ＜高見沢＞ 
乳房切除術を受ける患者の看護−＜森＞ 

 
◆乳房切除術（教科書ｐ303〜ｐ320、資
料） 
アンケート（授業内容確認・質問）5 月 6
日 12:30 まで 



5 月 6 日(金)2
限 
(2-401 教室) 
 
第１１回 
5 月 6 日(金)4
限 
(2-401 教室) 
第１２回 
5 月 6 日(金)5
限 
(2-401 教室) 
 

ストーマ造設術を受ける患者の看護① ＜森＞  
ストーマ造設術を受ける患者の看護② ＜森＞  
 

◆ストーマ造設術（教科書ｐ344〜ｐ363、
資料） 
アンケート（授業内容確認） 
5 月 6 日 18:30 まで 

第１３回 
5 月 13 日
(金)2 限 
(2-401 教室) 
第１４回 
5 月 13 日
(金)4 限 
(2-401 教室) 
 

肺切除術を受ける患者の看護② ＜高見沢＞ 
急性期の患者・家族への看護に用いる看護過程① 
＜高見沢＞ 
 

・資料と教科書(P161〜177)を読んでくださ
い。 
・胸腔ドレナージを受けている患者の看護
について、説明しなさい(A4×1 枚) 
・課題レポートを、5 月 16 日(月)までに
Webclass に提出してください。 
・課題の提出をもって、第 9 回第 13 回肺切
除術を受ける患者の看護①②を出席としま
す。 
・資料を読んでください。 
・資料の最後のページの事例を読み、関連
図を描いてください(A4×1 枚)。 
 

第１５回 
5 月 13 日
(金)5 限 
(2-401 教室) 
第１６回 
5 月 20 日
(金)2 限 
(2-401 教室) 
 

急性期の患者・家族への看護に用いる看護過程②＜
高見沢＞ 
中間まとめ ＜高見沢・森・野村＞ 
 

・事例の「♯1 無気肺があり肺炎に移行す
るおそれがある」という看護問題の看護計
画を、指示された用紙に書き込みなさい。 
・課題レポートを、5 月 19 日(木)までに、
Webclass に提出してください。 
・課題の提出をもって、第 14 回第 15 回急
性期の患者家族の看護過程①②を出席とし
ます。 

第１７回 
5 月 20 日
(金)4 限 
(2-401 教室) 
第１８回 
5 月 20 日
(金)5 限 
(2-401 教室) 
 

グループワークオリエンテーション＜高見沢＞ 
(アクティブラーニング) 
看護過程の展開−情報分析① ＜高見沢・森・野村
＞ 
(アクティブラーニング) 
 

 

第１９回 
5 月 27 日
(金)2 限 
(2-

看護過程の展開−情報分析② ＜高見沢・森・野村
＞ 
(アクティブラーニング) 
看護過程の展開−アセスメント① ＜高見沢・森・

・課題①〜⑦を 5/25（水）9 時までに Web 
Class に提出してください。 
・課題①〜⑦の提出をもって、第 17･18・
19・20・21 回を出席とします。 



301/304/305) 
第２０回 
5 月 27 日
(金)4 限 
(2-
301/304/305) 
 

野村＞ 
(アクティブラーニング) 
 

第２１回 
5 月 27 日
(金)5 限 
(2-
301/304/305) 
第２２回 
6 月 3 日
（金）2 限 
(2-401) 
 

看護過程の展開−アセスメント② ＜高見沢・森・
野村＞ 
(アクティブラーニング) 
情報(課題①〜⑦)プレゼンテーション＜高見沢・
森・野村＞ 
関連図① 
(アクティブラーニング) 

・発表を聞きながら、作成した課題①〜⑦
の足りない部分を各自修正すること。 

第２３回 
6 月 3 日(金)4
限 
(2-
301/304/305) 
第２４回 
6 月 3 日(金)5
限 
(2-
301/304/305) 
 

看護過程の展開―関連図②＜高見沢・森・野村＞ 
(アクティブラーニング) 
看護過程の展開―関連図③＜高見沢・森・野村＞ 
(アクティブラーニング) 

・作成した関連図を 6/8(水)9 時までに Web 
Class に提出してください。 
・関連図提出をもって、第 22・23･24･25
回を出席とします。 
 

第２５回 
6 月 10 日
(金)2 限 
(2-401) 
第２６回 
6 月 10 日
(金)4 限 
(2-
301/304/305) 
 

関連図プレゼンテーション＜高見沢・森・野村＞ 
(アクティブラーニング) 
看護過程の展開―看護問題の抽出＜高見沢・森・野
村＞ 
(アクティブラーニング) 

・発表を聞きながら、作成した関連図の足
りない部分を各自修正すること。 
 

第２７回 
6 月 10 日
(金)5 限 
(2-
301/304/305) 
第２８回 
6 月 24(金)2
限 
(2-
301/304/305) 

 
看護過程の展開―看護計画の⽴案①＜高見沢・森・
野村＞ 
(アクティブラーニング) 
看護過程の展開―看護計画の⽴案②＜高見沢・森・
野村＞ 
(アクティブラーニング) 
 

・優先順位 1 位の問題について看護目標、
看護計画を⽴案し、6/22（水）9 時までに
Web Class に提出してください。 
・看護計画の提出をもって、第 26・27・
28・29 回を出席とします。 



 
第２９回 
6 月 24 日
(金)4 限 
(2-401) 
第３０回 
7 月 22 日(木)
試験 2 限 
(2-401) 
 

看護計画プレゼンテーション  ＜高見沢・森・野村
＞ 
(アクティブラーニング) 
まとめ＜高見沢・森・野村＞ 
 

・発表を聞きながら、作成した看護計画の
足りない部分を各自修正すること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH203-
M01 

2.科目名 慢性看護援助論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

慢性疾患や障がいとともに⽣活する成人患者とその家族の健康維持・回復を図るための看護
援助について学修することをねらいとする。具体的には機能障害別に慢性期看護の対象とな
る人々の健康問題の特性、患者の特徴、アセスンメントの視点、基本的援助方法について学
修する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1) 自律性(2) 社会に能動的に貢献する姿勢(3) 
多様な文化や背景を理解し受け入れる能力(4) 問題発見・解決力(5) コミュニケーションス
キル(6) 専門的知識・技能 の活用力と関連しています。 
①慢性疾患や障がいとともに⽣活する成人患者とその家族の特徴と看護の役割について説明
できる。 
②主要な慢性疾患や障がいについてアセスメントの視点および看護について説明できる。 
③事例を通して慢性疾患患者の看護過程を展開することができる。 

19.教科書・教材 系統看護学講座専門分野Ⅱ 循環器・呼吸器・消化器・腎泌尿器・膠原病・血液造血器・脳
神経・内分泌代謝 

20.参考文献 授業資料に提示する。 

21.成績評価 中間試験（第 1〜16 回）50％、総括試験（第 16〜28 回(看護過程の)展開は除く）30％、課
題 20％、 

22.コメント 

授業でわからないことは積極的に質問し、この科目での学びをもとに他の慢性疾患について
も主体的に学びを深めていきましょう。この科目は病を持ちながら⽣活している方々にケア
を提供するためにどのようなことを知っておかなければならないか、どのようなことを考え
なければならないかを学び、考えるきっかけになる科目です。また、この科目の内容は 3 年
次の慢性看護学実習、国家試験、臨床へとつながっていく科目ですので、皆さんの積極的な
参加を期待します。 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー⽕曜 12:10-13:10、研究室オフィスアワー木曜 12:10-13:10 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1・2 回 
4/14  Ⅰ・Ⅱ限目＜岡光＞ 
慢性疾患や障がいとともに⽣活している成人患者・家
族の特徴、慢性疾患患者のセルフマネジメント 

 

第 3・4 回 

4/21 Ⅰ・Ⅱ限目 ＜岩下＞ 
循環機能障害患者の看護 
・心筋梗塞 
・慢性心不全 

系統看護学講座専門分野Ⅱ循環器 成人看護
学③医学書院のテキスト持参 
事前学習課題：心臓の機能と働きについて 

第 5・6 回 

4/28 Ⅰ・Ⅱ限 ＜岩下＞ 
呼吸機能障害患者の看護 
・慢性閉塞性肺疾患 
・ステロイド吸入器、HOT に伴う看護 
 

系統看護学講座専門分野Ⅱ呼吸器 成人看護
学② 医学書院のテキスト持参 
事前学習課題：呼吸器の構造・呼吸の⽣理に
ついて 



第 7・8 回 

5/12    Ⅰ・Ⅱ限 ＜⽩石＞ 
内部環境調節機能障害患者の看護 
・慢性腎臓病 （ＣＫＤ） 
・血液透析療法に伴う看護 
 

系統看護学講座専門分野Ⅱ脳・神経⑦医学書
院のテキスト持参 
事前学習課題：脳・神経系の構造と機能につ
いて 
 

第 9・10 回 

5/19 Ⅰ・Ⅱ限 ＜岡光＞ 
脳・神経系機能障害患者の看護 
・脳梗塞 
・脳・神経系機能障害のアセスメントと日常⽣活上の
看護 

系統看護学講座専門分野Ⅱ腎・泌尿器 成人
看護学⑧医学書院のテキスト持参 
事前学習課題：腎臓の構造と機能について 

第 11・12 回 
 

5/26  Ⅰ・Ⅱ限 ＜岩下＞ 
⽣態防衛機能障害患者の看護 
・膠原病 
・ステロイド療法に伴う看護  
 

系統看護学講座専門分野Ⅱアレルギー・膠原
病・感染症 成人看護学⑪医学書院のテキス
ト持参 
事前学習課題：ステロイド療法の副作用につ
いて 

第 13・14 回 

6/2 Ⅰ・Ⅱ限 ＜岩下＞    
血液・免疫系障害患者の看護 
・急性⽩血病 
・化学療法・放射線療法に伴う看護 
 

系統看護学講座専門分野Ⅱ血液・造血器 成
人看護学④医学書院のテキスト持参 
事前学習課題：血液の成分と機能について 

第 15・16 回 

6/9  Ⅰ・Ⅱ限 ＜岡光＞ 
栄養代謝機能障害患者の看護 
・肝硬変 
・栄養代謝機能障害の治療・検査に伴う看護 
 （肝⽣検、ラジオ波焼灼術、TA/TAE 
 

系統看護学講座専門分野Ⅱ 消化器  成人看
護学⑤医学書院のテキスト持参 
事前学習課題：肝臓の構造と機能について 

第 17・18 回 
6/16 Ⅰ限  まとめ：中間試験 ＜岡光＞ 
6/16 Ⅱ限 看護過程の展開 ① ＜岡光＞ 
       オリエンテーション 

 

第 19・20 回 

6/23  Ⅰ・Ⅱ限  ＜岩下＞  
内分泌系機能障害患者の看護 
・糖尿病とその合併症 
・糖尿病患者のセルフマネジメント支援  
 

系統看護学講座専門分野Ⅱ内分泌・代謝 成
人看護学⑥医学書院のテキスト持参 
事前学習課題：糖尿病の病気・糖尿病の診
断・合併症について 

第 21・22 回 

6/30  Ⅰ・Ⅱ限 ＜岡光、岩下、⽩石＞ 
看護過程の展開②  
・グループワーク ①情報の整理 
 

アセスメントシート持参のこと 
課題：計画⽴案シート作成 
 

第 23・24 回 
7/7  Ⅰ・Ⅱ限 ＜岡光、岩下、⽩石＞ 
看護過程の展開③ 
・グループワーク ②アセスメント 

アセスメントシート持参のこと 
課題：計画⽴案シート作成 
 

第 25・26 回 
7/14  Ⅰ・Ⅱ限 ＜岡光、岩下、⽩石＞ 
看護過程の展開④ 
・グループワーク ③ 計画⽴案 

アセスメントシート持参のこと 
課題：計画⽴案シート作成 
 

第 27・28 回 
7/21  Ⅰ・Ⅱ限 ＜岡光＞ 
消化機能障害をもつ患者の看護 
 ･潰瘍性大腸炎 

系統看護学講座専門分野Ⅱ消化器⑦ 医学書
院のテキスト持参 
事前学習課題：小腸・大腸の構造と機能につ



 ・潰瘍性大腸炎患者のアセスメントと日常⽣活上の
看護 

いて 

第 29・30 回 

7/28 Ⅰ限  ＜岡光、岩下、⽩石＞   
まとめ：総括試験    
    Ⅱ限 ＜岡光、岩下、⽩石＞ 
看護過程の展開⑤ 
グループワーク ④計画⽴案と評価 

アセスメントシート持参のこと 
課題：計画⽴案シート作成 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH206-
M01 

2.科目名 
精神健康看護学概論 （４月１２日〜６月７
日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ２年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：本授業では、精神保健福祉、精神の健康概念、精神看護の基盤となる諸理論を理解
し、精神看護の実践に向けた基礎的知識を習得することを目的としている。 
概要：精神看護の基盤となすコミュニケーション、援助関係の構築、治療的アプローチ、治
療的環境、法律、精神保健福祉の対象・領域・活動内容と多職種連携について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（6）
専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
【精神健康看護学概論の学習目標】 
１）精神科医療の現状および歴史的変遷と法制度を理解し説明できる。 
２）こころの働きを⽣物学・心理学・社会学的視点から理解でき、こころの健康を維持・回
復するための支援について述べることができる。 
３）精神障害からくる「⽣きにくさ」や思いについて、相手の⽴場にたって述べることがで
きる。 
４）精神疾患や治療について説明ができ、精神の病を持つ人を客観的に捉えることができ
る。 
 

19.教科書・教材 
①系統看護学講座 専門看護分野Ⅱ 精神看護学１ 著者代表：武井麻子 医学書院 
②系統看護学講座 専門看護分野Ⅱ 精神看護学２ 著者代表：武井麻子 医学書院 

20.参考文献  

21.成績評価 

成績評価の配分は以下のとおりです。 
合計で 60％以上かつ統括テストで 6 割以上の得点を合格基準（単位認定）とします。 
グループワーク（4 月 26 日提出物、5 月 10 日提出物、5 月 17 日発表評価と振り返り、発表
資料）20％ 
小テスト 5 回（4 月 19 日、4 月 26 日、5 月 10 日、5 月 24 日、5 月 31 日）30％ 
統括テスト 50％ 

22.コメント 

目にみえない、わかりにくい内容が多いですが、精神看護には看護の本質がたくさん入って
います。積極的に授業に参加しましょう。授業では教科書の内容をすべて行うことはできま
せん。１度ではわからないことも多いため、予習と復習を必ず実施してください。アクティ
ブラーニングを意識しながら授業に参加してください。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜日１時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】
櫻井 

４月１２日３限 
オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法・進め方の確認、授業上の留意点などについて） 
講義 第１章 精神看護学で学ぶこと（教科書①p2

 



〜22） 
精神看護学の基本的な考え方を学ぶ。精神科医療の現
状を理解する。〔学習目標１〕 

【第２回】
櫻井 

４月１2 日４限 
第２章 精神保健の考え方（教科書①p24〜53） 
健康と不健康、危機介入、ストレス理論、心的外傷な
どについて学ぶ。〔学習目標２〕 

次回授業範囲（第３・４章）を読んでおくこ
と 
次回の小テストに向けて、第１章と第２章の
復習を行なう 

【第３回】
櫻井 

４月１９日３限 
第３章 心のはたらきと人格の形成（教科書①p56〜
114） 
こころの働きを⽣物学的・心理学的・社会学的側面か
ら理解する。〔学習目標２〕 
〇小テスト（テスト範囲：教科書第１章、第２章） 

 

【第４回】
溝畑 

４月１９日４限 
第４章 関係のなかの人間（教科書①p116〜142） 
看護の基本となる人間関係、集団力動について学ぶ。
〔学習目標２〕 

次回授業範囲（第５章）を読んでおくこと 
次回の小テストに向けて、第３章と第４章の
学習を行なう 

【第５回】
櫻井 

４月２6 日３限 
第５章 精神科疾患のあらわれ方（教科書①p144〜
182） 
精神障害の診断と分類、統合失調症を中心に学び、疾
患や障害について理解する。〔学習目標４〕 
〇小テスト（テスト範囲：教科書第３章、第４章）  
 

次回授業範囲（第５章）を読んでおくこと 
次回の小テストに向けて、この日の授業の復
習を行なう 

【第６回】 
櫻井、⻄村 

４月２6 日４限 
ストレスマネジメント（講義） 
グループワーク 
〇授業内課題提出（グループワークの内容） 

 

【第７回】
櫻井 

５月１０日３限 
第５章 精神科疾患のあらわれ方（教科書①p182〜
234） 
気分障害、ストレス関連障害を中心に学び、疾患や障
害について理解する。〔学習目標３〕 
〇小テスト（テスト範囲：教科書①p144〜182） 

5 月 24 日の範囲（第６章）を授業までに読
んでおくこと 
また小テストに向けて、この日の授業の復習
を行なう 

【第８回】
櫻井 

５月１０日４限 
グループワーク  
〇授業内課題提出（グループワークの内容） 

発表資料とパワーポイントデータは 5 月 16
日 12 時までに提出 

【第９・１
０回】櫻
井、溝畑、
⻄村 

５月１7 日３限４限 
グループ発表 
〇授業内課題提出（発表評価、振り返り） 

 

【第１１・
１２回】 
櫻井 

５月２４日３限４限 
第６章 精神科での治療（教科書 p236〜296） 
精神療法、環境療法、社会療法の特徴を理解する。 
⻑期入院患者の地域移行に向けた具体的方策の概要に
ついて理解する。 
精神科での治療、治療環境の特性、および薬物療法に
ついて理解する。 

次回授業範囲（第７章）を読んでおくこと 
次回の小テストに向けて、第６章の学習を行
なう 



〔学習目標４〕  
〇小テスト（テスト範囲：教科書①p182〜234） 

【第１３・
１４回】 
櫻井 

５月３１日３限４限 
第７章 社会のなかの精神障害（教科書①p298〜
370） 
精神障害者の治療と人権問題についての歴史や現状を
理解する。また、精神科領域で必要な法律と制度につ
いて理解する。〔学習目標１〕  
〇小テスト（テスト範囲：教科書第６章） 

 統括テストに向けて、テスト範囲の学習を
行なう 

【第１５
回】 
櫻井、溝
畑、⻄村 

６月７日３限 
精神看護学概論の復習、まとめ 
〇統括テスト（６０分） 

 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M01 

2.科目名 急性看護学実習 （1/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学⽣ 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養⽣活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
⽣活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養⽣活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を受ける患者・家族の健康上の問題を明らかにし、看護過程を展開できる。 
 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１週】 
月曜日 
 

学内オリエンテーション  

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集 

 

水曜日 
学内演習 記録物整理・患者の看護計画⽴案に必要な
文献検討  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス  

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

水曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M02 

2.科目名 急性看護学実習 （2/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学⽣ 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養⽣活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
⽣活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養⽣活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を受ける患者・家族の健康上の問題を明らかにし、看護過程を展開できる。 
 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１週】 
月曜日 
 

学内オリエンテーション  

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集 

 

水曜日 
学内演習 記録物整理・患者の看護計画⽴案に必要な
文献検討  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス  

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

水曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M03 

2.科目名 急性看護学実習 （3/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学⽣ 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養⽣活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
⽣活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養⽣活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を受ける患者・家族の健康上の問題を明らかにし、看護過程を展開できる。 
 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１週】 
月曜日 
 

学内オリエンテーション  

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集 

 

水曜日 
学内演習 記録物整理・患者の看護計画⽴案に必要な
文献検討  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス  

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

水曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M04 

2.科目名 急性看護学実習 （4/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学⽣ 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養⽣活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
⽣活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養⽣活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を受ける患者・家族の健康上の問題を明らかにし、看護過程を展開できる。 
 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１週】 
月曜日 
 

学内オリエンテーション  

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集 

 

水曜日 
学内演習 記録物整理・患者の看護計画⽴案に必要な
文献検討  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス  

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

水曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M05 

2.科目名 急性看護学実習 （5/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学⽣ 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養⽣活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
⽣活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養⽣活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を受ける患者・家族の健康上の問題を明らかにし、看護過程を展開できる。 
 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１週】 
月曜日 
 

学内オリエンテーション  

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集 

 

水曜日 
学内演習 記録物整理・患者の看護計画⽴案に必要な
文献検討  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス  

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

水曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M06 

2.科目名 急性看護学実習 （6/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学⽣ 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養⽣活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
⽣活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養⽣活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を受ける患者・家族の健康上の問題を明らかにし、看護過程を展開できる。 
 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１週】 
月曜日 
 

学内オリエンテーション  

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集 

 

水曜日 
学内演習 記録物整理・患者の看護計画⽴案に必要な
文献検討  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス  

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

水曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH301-
M07 

2.科目名 急性看護学実習 （7/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
基礎看護学実習Ⅱ・成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・急性慢性看護技術演習、の
単位を修得した看護学科学⽣ 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
急性期にある患者・家族が危機状況を乗り越え、治療や症状によってもたらされる心身への
侵襲から速やかに回復し、セルフケア能力を発揮できるよう、急性期病棟で臨床患者への看
護実践を通して急性看護学に関する援助を学修する。 
【概要】 
対象者の病態と手術による侵襲を理解し、合併症を予防し、術後変化した形態・機能の回復
過程にあった療養⽣活に患者が主体的に取り組める援助の在り方を、看護過程を用いて学修
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ディプロマポリシーの(1)自律性、(4)問題発見・解決力、(5)コミュニ
ケーションスキル、(6)専門知識・技術の活用力と関連しています。 
【学修目標】 
1.手術を受ける術前患者の器質的・機能的障害と心理・社会的な状況を把握し、麻酔・手術
の影響を予測し合併症を予防するための援助を行うことができる。 
2.術後患者の合併症の予防及び手術により変化した形態・機能の回復段階に合わせて、日常
⽣活の援助ができる。 
3.術後患者が 
主体的に療養⽣活に取り組めるよう、援助することができる。 
4.手術を受ける患者・家族の健康上の問題を明らかにし、看護過程を展開できる。 
 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・急性重症看護援助論・疾病治療論Ⅱ等で配布された講義資料。 
20.参考文献 実習中適宜紹介する。 

21.成績評価 

事前学習課題２０％(メールで連絡された周手術期看護についての課題) 
実習記録３０％ 
実習での看護実践３０％ 
実習中学習課題１０％(実習病棟で多い手術とその合併症・検査・治療・看護、関連図、看
護計画) 
実習態度１０％ 
※実習記録及び課題レポートを提出することが単位認定の前提となるので注意すること。 

22.コメント 
受け持ち患者様に必要な看護が実施できるよう、主体的に学修する習慣を身につけましょ
う。 

23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１週】 
月曜日 
 

学内オリエンテーション  

⽕曜日 
病院実習 病棟・手術室・ICU オリエンテーション、
情報収集 

 

水曜日 
学内演習 記録物整理・患者の看護計画⽴案に必要な
文献検討  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開・関連図
作成  

金曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、関連図
についてのカファレンス 

 

【第２週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  

⽕曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開  
水曜日 学内演習 看護計画の修正  

木曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

金曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画のカンファレンス  

【第３週】 
月曜日 
 

病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正 

 

⽕曜日 
病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、看護計
画の修正  

水曜日 病院実習 受け持ち患者への看護過程の展開、病棟最
終カンファレンス 

 

木曜日 学内演習 記録物の整理、実習自己評価表記入  
金曜日 学内演習 記録物の整理、実習の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M01 

2.科目名 慢性看護学実習 （1/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養⽣活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、⽣活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学⽣主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の⽴案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学⽣主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M02 

2.科目名 慢性看護学実習 （2/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養⽣活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、⽣活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学⽣主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の⽴案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学⽣主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M03 

2.科目名 慢性看護学実習 （3/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養⽣活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、⽣活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学⽣主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の⽴案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学⽣主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M04 

2.科目名 慢性看護学実習 （4/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養⽣活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、⽣活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学⽣主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の⽴案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学⽣主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M05 

2.科目名 慢性看護学実習 （5/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養⽣活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、⽣活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学⽣主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の⽴案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学⽣主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M06 

2.科目名 慢性看護学実習 （6/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養⽣活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、⽣活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学⽣主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の⽴案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学⽣主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH302-
M07 

2.科目名 慢性看護学実習 （7/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 岡光京子、岩下真由美、⽩石⼣起子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
看護学科 
 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 
看護師、助産師。保健師 
 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者とその家族が自己管理能力を高め、心身の不調
と折り合いを付けながらその人らしく療養⽣活を継続できるよう支援を学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.疾病および治療の特徴、発達段階・発達課題、⽣活背景を踏まえ。患者を多角的・全体的
に把握することができる。 
2.慢性疾患や障がいをもちながら⽣活する患者の機能障害の回復と主体的・継続的なセルフ
ケアを支援することができる。 
3．患者に行われる検査、治療、処置の必要性および留意点を踏まえて援助および介助がで
きる。 
4.患者および家族に関わるチームメンバーと連携をとり援助できる。 
5.患者の尊厳を重んじる態度、医療チームの一員としての誠実で謙虚な態度、自己研鑽しつ
づける態度を身につけることができる。 

19.教科書・教材 成人健康看護学概論・慢性看護援助論・疾病治療論Ⅰなどで配布された講義資料 
20.参考文献 実習中適宜紹介する 

21.成績評価 

1. 実習科目の出席時間数が当該科目の時間数の５分の４以上なければならない。 
2. 実習目標の達成度を指標に、実習記録、看護の実践場面、実習に対する態度・意欲、カ
ンファレンスへの参加度から、総合的に評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 実習中は随時相談をしてください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 週】 
月曜日 

【学内】 
    1. 慢性看護学実習オリエンテーション 
    2. 事前学習 

・実習要綱 
・慢性看護学実習 実習要項 

⽕曜日 

【病棟】 
 1. 病棟オリエンテーション  
  2. 受け持ち患者の初期情報の収集 
  3. 受け持ち患者とのコミュニケーションをとりな
がら情報を集める 

 

水曜日 

【学内】 
 1.受け持ち患者の看護に関する学習 
 2.実習記録（受け持ち患者の情報。アセスメント）
の整理 

 

木曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 2.受け持ち患者のケアを看護師と一緒に行い信頼関

 



係を築く 

金曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護問題の抽出、全体像（関
連図） 
 

 

【第 2 週】 
月曜日 

【病棟】   ★（ 看護師から学⽣主体へ）  
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：看護計画の⽴案 
 

 

水曜日 

【学内】 
 1. 実習記録（看護問題、短期目標、看護計画）の
修正・追加、学習 
  2. 中間評価 
 

 

木曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  
 

 

金曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

【第 3 週】 
月曜日 

【病棟】  ★学⽣主体へ 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

⽕曜日 
【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
 

 

水曜日 

【病棟】 
 1.受け持ち患者への看護実践 
  2. カンファレンス：まとめ、学びと課題 
 

 

木曜日 

【学内】 
 1.グループごとのまとめ 
 2.統合カンファレンス 
 3.評価面接（個別） 

 

金曜日 
【学内】 
 1.実習記録（全看護過程の展開）の修正・追加、学
習 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M01 

2.科目名 精神看護学実習 （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村美登里、櫻井信人、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人⽣や⽣活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自⽴して⽣活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを⽣
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学⽣は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成⽴を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を⽴案できる。 
４） 精神を病むことによって⽣じる日常⽣活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
５）精神を病む人が地域で⽣活する上で必要な支援の内容を述べることができる。 
６）看護を提供するために不可欠な看護倫理に基づいた行動をとることができる。 
詳細は精神看護学実習要項を参照すること。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が⽣じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M02 

2.科目名 精神看護学実習 （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄村美登里、櫻井信人、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人⽣や⽣活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自⽴して⽣活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを⽣
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学⽣は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成⽴を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を⽴案できる。 
４） 精神を病むことによって⽣じる日常⽣活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
５）精神を病む人が地域で⽣活する上で必要な支援の内容を述べることができる。 
６）看護を提供するために不可欠な看護倫理に基づいた行動をとることができる。 
詳細は精神看護学実習要項を参照すること。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が⽣じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M03 

2.科目名 精神看護学実習 （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人⽣や⽣活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自⽴して⽣活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを⽣
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学⽣は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成⽴を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を⽴案できる。 
４） 精神を病むことによって⽣じる日常⽣活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
５）精神を病む人が地域で⽣活する上で必要な支援の内容を述べることができる。 
６）看護を提供するために不可欠な看護倫理に基づいた行動をとることができる。 
詳細は精神看護学実習要項を参照すること。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が⽣じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M04 

2.科目名 精神看護学実習 （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人⽣や⽣活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自⽴して⽣活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを⽣
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学⽣は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成⽴を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を⽴案できる。 
４） 精神を病むことによって⽣じる日常⽣活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
５）精神を病む人が地域で⽣活する上で必要な支援の内容を述べることができる。 
６）看護を提供するために不可欠な看護倫理に基づいた行動をとることができる。 
詳細は精神看護学実習要項を参照すること。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が⽣じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M05 

2.科目名 精神看護学実習 （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人⽣や⽣活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自⽴して⽣活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを⽣
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学⽣は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成⽴を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を⽴案できる。 
４） 精神を病むことによって⽣じる日常⽣活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
５）精神を病む人が地域で⽣活する上で必要な支援の内容を述べることができる。 
６）看護を提供するために不可欠な看護倫理に基づいた行動をとることができる。 
詳細は精神看護学実習要項を参照すること。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が⽣じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M06 

2.科目名 精神看護学実習 （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人⽣や⽣活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自⽴して⽣活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを⽣
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学⽣は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成⽴を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を⽴案できる。 
４） 精神を病むことによって⽣じる日常⽣活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
５）精神を病む人が地域で⽣活する上で必要な支援の内容を述べることができる。 
６）看護を提供するために不可欠な看護倫理に基づいた行動をとることができる。 
詳細は精神看護学実習要項を参照すること。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が⽣じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NAH303-
M07 

2.科目名 精神看護学実習 （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 櫻井信人、⻄村美登里、溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
精神看護学分野におけ
る実務経験のある教員
による専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ、精神健康看護学概論、
精神看護援助論を修得済みの者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【精神看護学実習の目的】 
１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこれまでの人⽣や⽣活を理解
した上で必要な援助を実践する。 
２）精神の健康に障害のある人がその人らしく自⽴して⽣活できるために必要なサポートシ
ステムを理解する。 
３）関係性を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを⽣
かしながら看護を実践する。   
【精神看護学実習の概要】 
精神科病院で実習を行なう予定である。実習では、学⽣は原則として１人の患者を受け持
ち、これまでの講義で培った知識と技術を展開する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（3）多様性理解、（4）
問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
【精神看護学実習の学習目標】 
１）精神科病院の治療環境について述べることができる。 
２）精神を病む人とのかかわりを通して、関係性の成⽴を理解し関係を形成できる。 
３）精神を病む人を「人」として理解し看護計画を⽴案できる。 
４） 精神を病むことによって⽣じる日常⽣活への影響を把握し、必要なケアを実践するこ
とができる。 
５）精神を病む人が地域で⽣活する上で必要な支援の内容を述べることができる。 
６）看護を提供するために不可欠な看護倫理に基づいた行動をとることができる。 
詳細は精神看護学実習要項を参照すること。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 精神看護学実習要項の評価表を参照 

22.コメント 

コロナウイルスの状況により実習内容が変更になることがあります。変更が⽣じた際はウェ
ブクラスに掲示しますので、ウェブクラスを必ず確認してください。 
実習前より自身の体調管理をしっかりとして、遅刻欠席はしないようにしましょう。 
実習前の課題を必ず行い、これまでの学習を振り返り、知識を押さえた上で実習に挑みまし
ょう。 
実習形態にかかわらず積極的に学習を行ない、学びを深めていきましょう。 

23.オフィスアワー 
（櫻井）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（溝畑）センターオフィスアワー水曜日１時間目、研究室オフィスアワー水曜日昼休み 
（⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



 精神看護学実習要項の実習スケジュールを参照  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NBS102-
M01 

2.科目名 ⽣化学 （4 月 14 日〜6 月 9 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 岡田太郎 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 １年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本講義では、人体の構造と機能について⽣化学的に理解することをねらいとする。 
【概要】 
具体的には、⽣体の構成成分である、糖質、脂質、タンパク質の⽣体における機能と代謝、
およびエネルギーの⽣成過程などについて学ぶとともに、これらの異常がどのように疾患と
関連するのかを学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
本科目の学習目標はＤＰ（ディプロマポリシー）の（４）問題発見・解決力，（６）専門的
知識・技能の活用力，の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
（１）身体を構成する細胞内で行われている物質代謝の概要を説明できるようになる。 
（２）健康と病気について，科学的な見地から理解できるようになる。 
（３）得られた専門知識を，一般の人たちにわかりやすい言葉で伝達することができるよう
になる。 
 

19.教科書・教材 

 
系統看護学講座 専門基礎分野  
人体の構造と機能[2] ⽣化学 第 14 版． 医学書院． 
著：畠山 鎮次 
ISBN978-4-260-03556-9   
丸善での販売がありますので，購入しておいてください。 
 

20.参考文献 なし 

21.成績評価 

 
**4 月 7 日修正** 
成績評価は複数回のレポートの点数を合計して行います。レポートの提出は Web class 上で
行います。 
レポートの提出がないと０点以外つけようがありませんので，忘れずに提出するようにして
ください。 
 

22.コメント 

 
⽣化学の授業では様々な化学物質の名前と化学反応を学ぶこととなり、糖質、脂質、タンパ
ク質からどのようにエネルギーが取り出されるか、という大きな流れが見えなくなりがちで
す。こうなると、教えられることがただ無味乾燥な酵素反応の羅列に思えてきて「⽣化学嫌
い」になりかねません。私自身も学⽣の頃は⽣化学が得意ではありませんでした。 
しかし実際のところ、ひとつひとつの物質名や反応を丸暗記する必要はなく、将来必要とな
ったときに、「そういえば教科書のあのあたりに記述があったような・・・」と思いなが



ら、教科書を調べる、それでいいのです。ただ、１度きちんと学んでおかなければ、教科書
のどこを開いたらいいかもわからないでしょう。本授業では、なるべく「全体の流れ」を見
失うことなく、みなさんの理解が進むように努力します。また，最新の医学的進歩について
の話題も取り入れ，学⽣さんの学習意欲が高まるような授業にできたらな，と考えていま
す。 
実際の授業は⿊板（あるいはホワイトボード）に書きながら行いますので，ノートと筆記用
具を準備して授業に臨んでください。最近では iPad+Apple ペンシルを使用している学⽣さ
んもいますが，もちろんこれでもＯＫです。 
 

23.オフィスアワー 

 
講義の日以外は、神⼾大学医学部⽣化学分野におります。質問等ありましたら、お気軽に e-
mail をください。   
（上記のアドレス参照） 
講義の前後に質問などへの対応が可能です。講義の後はバスの時間が迫っているためあまり
⻑い時間をとれないのですが（すみません），時間がある限り対応します。講義の前でした
ら１階の講師控え室に直接来てもらって大丈夫です。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回〜第
8 回 

 
糖質、脂質、タンパク質、核酸といった、私たちの体
を形作る基本分子の構造と機能を概説した後で、それ
らの分子からどのようにエネルギーが取り出されるか
について授業を行います。さらに遺伝情報がタンパク
質の形で「発現」するしくみについて学びます。   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NBS103-
M01 

2.科目名 ⽣物学基礎 （４月１３日〜６月８日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 上田晴康 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 専門基礎科目 9.履修学年 看護学科 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】医療職者として必要不可欠な⽣物的基礎知識を習得する。 
【概要】人体のなりたちを理解するうえで必要な、⽣物学の基本（細胞レベルでの構造と機
能、⽣命の発⽣と連続性、遺伝）に加え、感染症を引き起こす病原体の種類やそれらに対す
る対処法について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（６）専門的知識・技能の活用力、の
学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①⽣物が持っている機能について説明できる。 
②病原体の種類や特性について概説できる。 
③主な感染症の種類や特徴を説明できる。 
④本邦における感染症対応について概説できる。 

19.教科書・教材 講義開始時にオリジナルテキストを配布 
20.参考文献 特になし 
21.成績評価 提出課題（50％）、本試験（50％） 

22.コメント 
高校で習った⽣物学の振り返りに加え、看護師として是非とも必要な病原微⽣物に対する知
識を補完する講義であり、後に続く免疫学の理解を助ける意味においても重要な科目である
ので、選択科目ではあるが本科目を履修しておくことが望ましい。 

23.オフィスアワー 授業後あるいはメール（ueda-ph@hyo-med.ac.jp）にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 ⽣命の起源と進化〜⽣殖・発⽣と連続性 
★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第２回 
⽣命の設計図〜遺伝の法則／遺伝子と染⾊体／ゲノム
／セントラルドグマ 

★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第３回 ⽣物の構成単位〜細胞および組織の構造と機能 復習：授業ノートの整理 
第４回 ⽣物の種類と⽣命活動〜単細胞細胞と多細胞⽣物 復習：授業ノートの整理 
第５回 病原体の種類と分類１〜微⽣物学の歴史／細菌と真菌 復習：授業ノートの整理 

第６回 
病原体の種類と分類２〜偏性細胞内寄⽣体（ｸﾗﾐｼﾞｱ､ﾘ
ｹｯﾁｱ､ｳｲﾙｽ） 

★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第７回 
感染症〜感染と発病／病原因子／感染経路／院内感染
／感染症法 

★課題提出 
復習：授業ノートの整理 

第８回 
感染症の予防と治療〜予防接種／抗⽣物質／消毒・滅
菌 

★課題提出 
尚、８回目講義後の課題は『免疫学』の第１
回目に提出すること 
復習：授業ノートの整理 

   
   
   



   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NBS104-
M01 

2.科目名 化学基礎 （4 月 8 日〜6 月 3 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 片川純一 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 （遠隔)授業,パソコンを使います 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】本講義では、原?や分?の構造、溶液の濃度と性質、化学変化、?体関連物質の種類
と性質などを取り上げ、化学の基本的な定義や法則に基づいた解説をします。ここで、?命
現象や医療系専?科?を理解するための助けとなる化学の基礎知識や化学的な思考法を学びま
す。 
【概要】化学は、物の成り?ちや構造や性質を原?や分?のレベルで追求し、未知の物を知
り、新しい物を設計し、創造する学問であり、宇宙を含めたすべての物を対象としていま
す。?体の中で起こるすべての化学的変化は、環境や使われ?に違いがあるものの、同じ理論
の上に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（6）専門的 
知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①?近に起こる現象を化学的に分析し、理解できる。 
②化学?語を理解し、使うことができる。 
③?溶液の濃度の計算ができる。 
④酸・塩基の区別や酸化・還元反応を定義に基づいて説明できる。 
⑤分?間?や化学結合について説明できる。 
⑥分?の構造と性質を予測できる。 

19.教科書・教材 
①著者：奈良雅之  系統看護学講座 基礎分野 化学 
 発行者：医学書院 
②配布プリント（Webclass からダウンロードしてください） ③パソコンを使います 

20.参考文献 授業内容の中で、教科書以外から引用したものについては、授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価・評定については、下記の①から③に従っておこないます。 
①毎回出席して、8 回分のレポートをすべて 100％の正答で提出すると、評価点は 60 点で
す。 
なお、レポートは毎授業ごとにあります。8 回目のレポートを除き、各レポートは授業当日
に初回目 
を提出していただき、次回授業の際配る解答例を参考にレポートを完成し、再レポートとし
て授業後 
に再提出して下さい。8 回目は初回目の提出のみで再レポートはありません。提出していた
だいたレ 
ポートの点を評価点とします。未提出のレポートや未完成な箇所や間違い箇所があると､評
価 

22.コメント 

世の中に氾濫する化学?語に対応できていますか。?体に良いという触れ込みで、化学?語が
使われ 
た品物が?価な値段で売られているのを良く?にします。安価な物を百倍、千倍で買っていま
せん 



か。そもそも化学は「化ける」から来ています。古来より「化学」と「えせ化学」が対峙し
ています 
から、化かされても不思議ではありません。価格やパッケージで納得するのも良いですが、
化かされ 
ないように勉強するのも良いと思いませんか。医療の専?家を?指す君たちは、「?体に良い」
に化 
かされないようにして下さい。患者さんのためです。化学物質は毎年膨?な数発?されたり合
成され 
たりしています。覚えきれる数ではありません。必要なときに必要な知識を取り出せる?段
(検索?と 
判断?)を?につけておけばよいのです。しかし、この?段を?につけるには基礎から応?へ順序
よく 
積み重ねる必要があります。とびとびに覚えても使い物になりません。このため８回の授業
にすべて 
参加することをお勧めします。 

23.オフィスアワー 
遠隔授業で行います。質問や疑問点があれば､質問として毎回提出するレポートの空きスペ
ースに書 
いて提出してください。授業中に返答します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

・オリエンテーション（本授業の?標、内容、評定算
出の?法、進め 
?の確認、受講上の留意点などについて） 
・レポートの提出の仕方の説明（パソコンを使いま
す） 
・医療と関わりのある化学分野の紹介 

○配布プリントの整理/★この 
?のまとめレポートの提出 / 
持参物?教科書 

【第２回】 原子の構造と周期律 

○配布プリントの整理/★当? 
のまとめレポートの提出と再 
レポートの提出 / 持参物?教 
科書、配布したプリント 

【第３回】 化学結合と分子間相互作用とエネルギー 

○配布プリントの整理/★当? 
のまとめレポートの提出と再 
レポートの提出 / 持参物?教 
科書、配布したプリント 

【第４回】 物質の三態（気体、液体、固体）と水和及び浸透圧 

○配布プリントの整理/★当? 
のまとめレポートの提出と再 
レポートの提出 / 持参物?教 
科書、配布したプリント 

【第５回】 化学平衡と反応の速さ 

○配布プリントの整理/★当? 
のまとめレポートの提出と再 
レポートの提出 / 持参物?教 
科書、配布したプリント 

【第６回】 酸・塩基と緩衝液 

○配布プリントの整理/★当? 
のまとめレポートの提出と再 
レポートの提出 / 持参物?教 
科書、配布したプリント 

【第７回】 酸化・還元反応と酸化数 
○配布プリントの整理/★当? 
のまとめレポートの提出と再 
レポートの提出 / 持参物?教 



科書、配布したプリント 

【第８回】 天然化合物の分類と特性、医薬品への応用 

○配布プリントの整理/★当日 
のまとめレポートの提出と再 
レポートなど未提出になって 
いるものすべて提出/ 持参 
物：教科書、配布したプリン 
ト 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NBS301-
M01 

2.科目名 多専門職連携医療論 3.単位数 1 

4.授業担当教員 都留美恵子 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 専門基礎科目 9.履修学年 看護学科 3 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

講義概要  本講義では、保健医療分野で看護実践を行ううえで必要不可欠な多職種連携のあ
り方について理解することをねらいとする。具体的には、多職種連携の概念を学ぶととも
に、保健医療分野で活躍する様々な各専門職の視点から、各々の職種のチーム医療における
役割や活動の実際例について学習し、多職種連携上の課題について考察する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

保健医療分野で看護実践を行ううえで必要不可欠な多職種連携のあり方について理解する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 授業のまとめシート（50％）、最終レポート（50％） 

22.コメント より良いケアの提供のために、他の専門職との連携は欠かせません。各講師の話をよく聴
き、学びを深めてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

（看護師の活動    ２回（第 1 回、第 8 回） 
担当 都留美恵子） 
チーム医療とは何か、多職種連携とは何かを学習する
機会とする。チーム医療における看護師の活動の実際
例を取り上げ、看護師の役割・機能について講義す
る。 

 

第 2 回 

（栄養士の活動       １回 担当 坂﨑美紀
子） 
チーム医療における活動の実際例を取り上げ、栄養士
の役割・機能について講義する。 

 

第 3 回 

（薬剤師の活動       １回 担当 池田智
子） 
チーム医療における活動の実際例を取り上げ、薬剤師
の役割・機能について講義する。 

 

第 4 回 

（理学療法士の活動        １回 担当 北
村和也） 
チーム医療における活動の実際例を取り上げ、理学療
法士の役割・機能について講義する。 

 

第 5 回 
（作業療法士の活動 １回 担当 古山茂樹） 
 チーム医療における活動の実際例を取り上げ、作業
療法士の役割・機能について講義する。 

 

第 6 回 
（医師の活動     １回 担当 恒遠剛示） 
チーム医療における活動の実際例を取り上げ、医師の
役割・機能について講義する。 

 



第 7 回 

（ソーシャルワーカーの活動     １回 担当 
木村亜紀子） 
チーム医療における活動の実際例を取り上げ、ソーシ
ャルワーカーの役割・機能について講義する。 
 

 

第 8 回 
まとめでは、討論を通して多職種連携のあり方につい
て検討する。  

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH101-
M01 

2.科目名 
地域・在宅看護論 （6 月 14 日〜7 月 26
日） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、中世古恵美、松田宣子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 
専門科目（基盤看護
学） 

6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 
必須科目 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習（グループワーク） 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

地域で暮らす人々の⽣活習慣や⽣活様式などの“⽣活の仕方”に目を向け、人々の⽣活の仕方
や考え方について、様々な健康レベルや発達段階の特性、健康レベルに応じ、地域でどのよ
うな資源を活用して暮らしているかについて教授する。 
地域で暮らす人々の⽣活を理解することを通じて、「⽣活の中の健康」に関する考えを発展
させ、看護援助を行う上で基盤となる⽣活観や健康観を深める。 
本科目を通じて、多様な⽣活の場を理解し、地域包括システムの中で役割を発揮することの
できる看護職の基盤となる視点を養うことができる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【DP との関連】本科目の内容は看護学科 DP：3)多様性理解、4）問題発見・解決力の基礎
力構築の土台となる科目である。GW を主とした授業展開の中で DP:1)自律性、5）コミュ
ニケーションスキルの強化・促進につながり、三木市という身近な地域、地域住⺠について
理解を深める活動から DP：2)社会に能動的に貢献する視点を養う。 
【到達目標】 
１）地域で⽣活する人々の健康に関連する要因、⽣活習慣や⽣活様式について説明できる。 
２）地域で暮らす人々（個人・家族）の⽣活の仕方の実際、行動や考え方について、各発達
段階にある人を理解し、健康レベルとの関連で考えることができる。 
３）居住する地域の特徴、様々な地域による⽣活環境の違いが説明できる。 
４）地域で暮らす人々の健康に対する価値観が説明できる。 
５）地域における支えあい（自助・互助・共助・公助）の活動、コミュニティについて説明
できる。 
６）地域で⽣活する人々の健康を守るための社会資源（機関と職種）について、各発達段階
ごとに説明できる。 
７）社会に求められる看護職の機能・役割について考察することができる。 

19.教科書・教材 臺有桂ほか編著：ナーシンググラフィカ地域在宅看護論①地域療養を支えるケア第 7 版、メ
ディカ出版 2022 

20.参考文献 講義時に示す 

21.成績評価 
課題レポート（40%）グループワークの取り組み（20％）最終テスト（40％）により評価す
る。 

22.コメント 

グループで課題学習に取り組むアクティブな授業です。 
夏学期の「地域ふれあい実習」につながる科目です。 
事前課題に主体的に取り組み、授業当日のグループワークの準備学習を行いましょう。 
 

23.オフィスアワー 

松原まなみ 金曜日 3 時限 
松田宣子 
中野康子 
今福恵子 
中世古恵美 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 6/14(⽕)3
時限 
 

１．地域・在宅看護論の目的 
２．地域と⽣活 
３．対象の理解 
  ・あらゆる発達段階、あらゆる健康レベル 
４．健康とは、健康との関連要因（⽣活、家族、コミ
ュニティ、社会文化的背景、就労と健康） 
５．看護支援における基本的な姿勢、ヘルスプロモー
ション 

 

2 6/14(⽕)4
時限 

１．地域で⽣活する人々の理解 
1)地域で⽣活する人々の発達段階・発達課題、健康レ
ベル 
・小児（妊娠期を含む）〜成人期〜壮年期〜⽼年期を
含む成⻑発達段階と発達課題 
・各発達段階における身体的・精神的・社会的特徴 
2)地域で⽣活する人々の活動(自助活動含む)と看護 
※特に地域で⽣活している対象に重点を置く 

 

3 6/14(⽕)5
時限 

家族の⽣活、健康と家族  

4 6/12(⽕)3
時限 

健康とコミュニティ 
１．三木市の概要と特徴 
 三木市の歴史（社会文化的背景）、産業構造、人
口・高齢化率・世帯、 
 地域の成り⽴ち、暮らしを営む社会資源、交通アク
セス、 
 健康問題、健康を支える地域の活動とその内容など 

 

5 6/21(⽕)4
時限 

地域で⽣活している人々のコミュニティの理解 
・対象が⽣活する地域の社会資源について 
・地域包括ケアの概念 

 

6 6/28(⽕)3
時限 

地域で⽣活している人々のコミュニティにおける⽣活
の理解① 
・健康⽣活に関わる地域の探索の視点について 

 

7 7/ 5(⽕)3
時限 

地域で⽣活している人々のコミュニティにおける⽣活
の理解② 
・地域で暮らす人々の健康⽣活を支えるしくみ（保健
医療福祉） 
・地域で暮らす人々を支えるための保健・医療施設や
システムについて 

 

8 7/5(⽕)3
時限 

地域で暮らす人々の健康に関わる⽣活、健康意識、健
康活動の理解① 

 

9 7/ 5(⽕)4
時限 

地域で暮らす人々の健康に関わる⽣活、健康意識、健
康活動の理解② 
・訪問の技術、インタビュー内容、方法、マナー、個
人情報保護等 

 

10 
7/12(水)3 時
限 

１．三木市内訪問担当地域の概要について（人口・高
齢化率・世帯、地域の成り⽴ち、産業、暮らしを営む
社会資源、交通アクセス、健康問題、健康を支える地

 



11 
7/12(水)4 時
限 
12 7/ 
19(水)3 時限 
13 
7/19(水)4 時
限 

域の活動とその内容他 

   
   
   

14 
7/26(⽕)3 時
限 

まとめ 
・グループワーク課題の追加・修正、訪問計画、イン
タビュー内容） 
・地域ふれあい実習への導入（オリエンテーション
等） 

 

15 
7/26(⽕)4 時
限 

課題学習発表会 地域ふれあい実習準備  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH215-
M01 

2.科目名 ⽼年健康看護学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口由佳、沼本教子、原本久美子、八木良子 

5.授業科目の区分 
専門科目／実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部⽣が対象 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、⽼年期を⽣きる人の理解を深め、その健康と暮らしを支える⽼年看護の基本と
なる知識を身につけることを目的とする。 
【概要】 
高齢者の特徴を身体的、心理・精神的、社会的側面から捉え、それらが高齢者の⽣活にどの
ような影響をもたらしているのかを理解する。また、高齢者を取り巻く保健医療福祉の現状
と課題を学び、超高齢社会における⽼年看護の役割と責務について考察する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力（6）専門的知識・技術の活用力、の学修に関連する。 
本科目の学習目標は次のとおりである。 
①加齢に伴う身体的、心理・精神的、社会的変化の特徴と、⽣活への影響を説明することが
できる。 
②わが国の高齢化現象の変遷、および高齢者を取り巻く社会の現状や課題を説明することが
できる。 
③高齢者の健康と暮らしを支える様々な保健医療福祉の活動や多職種連携、看護の役割を説
明することができる。 
④高齢者に⽣じ得る倫理的課題について説明することができる。 
⑤高齢者のライフレビューの傾聴を通し、⽣まれ育った時代背景や⽣き方の多様性と、それ
らが高齢者の現在に通ずる信念や価値観にどう反映されているかを考察することができる。 

19.教科書・教材 『系統看護学講座専門分野Ⅱ⽼年看護学』北川公子他著，医学書院（2018） 
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
（1）筆記試験 70％ ［学習目標①〜④に対応］  
（2）課題レポート 30％（課題の詳細は授業中に提示する）［学習目標⑤に対応］ 

22.コメント 
高齢者に関心をもつことが学習の第一歩です。本授業を機会に身近な高齢者と積極的にふれ
あったり、お話を聞いたりして、理解を深めていこうとする態度が望まれます。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：水曜日 1 限（図書館） 
研究室オフィスアワー：水曜日お昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ⽼化の定義、⽼年看護の理念と目標、看護の役割 
【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 2 回】 
加齢に伴う身体的変化とフィジカルアセスメント①  
（外皮系、感覚系、運動系、神経系） 
 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 3 回】 
加齢に伴う身体的変化とフィジカルアセスメント② 
（循環系、呼吸系） 
 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 



【第 4 回】 
加齢に伴う身体的変化とフィジカルアセスメント③  
（消化・吸収系、腎・排泄系、内分泌系） 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 5 回】 
加齢に伴う心理・精神的変化、⽼年期の知能と記憶、
⽼年期の衰退と喪失、セクシュアリティ 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 6 回】 高齢社会における人口学的特徴の理解 【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 7 回】 高齢者をとりまく保健・医療・福祉制度の概要と課題 
【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 8 回】 
⽼人福祉法、ゴールドプラン、介護保険制度、医療制
度 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 9 回】 
地域で⽣活する高齢者の⽣活と健康支援の課題 
高齢者の就労と社会参加、経済状況、疾病構造と介護
予防 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 10 回】 要介護高齢者の家族支援、成年後見人制度 
【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 11 回】 
高齢者ケアの場の特徴と看護の役割 
急性期治療を担う医療施設での看護、薬物療法時の看
護、回復期リハビリテーション施設での高齢者看護 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 12 回】 高齢者のエンドオブライフケア 
【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 13 回】 高齢者のリスクマネジメント、災害時の高齢者看護 
【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 14 回】 ⽼年期の発達課題と適応 
高齢者の人⽣とスピリチュアリティの理解 

【予習】教科書の該当箇所の熟読 
【復習】配布資料の見直し 

【第 15 回】 高齢者のライフストーリー傾聴 

【予習】 
傾聴のポイント整理 
【復習】 
課題レポートの取組 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH217-
M01 

2.科目名 在宅看護学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、堀口和子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
在宅看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義、グループワーク等 
★緊急事態宣言等の期間中等は、Zoom に
よる遠隔授業等とする。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
この科目は、在宅看護について基礎的知識を身につけることを目的とします。 
具体的には、在宅看護の歴史や在宅看護が必要とされる社会的な背景を踏まえ、在宅看護の
概要と対象、活動の場、活動方法の特徴、および在宅看護の役割と課題を学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマ・ポリシー)の（1）自律性 (6) 専門的知識・技能 の
活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
1）在宅看護が必要とされている背景と在宅看護の概要について理解できる。 
2）在宅看護の対象、活動の場、看護活動の特徴について理解できる。 
3）地域療養者の地域療養を支える法・制度・社会資源について理解できる。 
4)  地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントと多職種連携、看護の役割について理
解できる。 
5）在宅ケアにおける危機管理について理解できる。 

19.教科書・教材 

1)臺有桂他編（2022）.ナーシング・グラフィカ 地域・在宅看護論① 地域療養を支える
ケア（第 7 版）,メディカ出版,大阪. 
2)教材；講義時資料を配布します。 
 

20.参考文献 

1）厚⽣労働 t 統計協会（2021/2022）.国⺠衛⽣の動向 
＊この書籍は、日本における様々な統計結果や、本科目で講義する在宅看護の背景などまと
められています。図書館に蔵書があります。適宜参照しましょう。 
2）事前学習として、AR コンテンツ（動画視聴）を活用し、イメージを高める。 
★他各講義資料は、適宜紹介します。 

21.成績評価 

1)試験受験資格；授業回数の 2 / 3 以上の出席者とする。 
・出席（通常開講時）；カードリーダーとコメント票の双方で確認する。 
 出席票を提出する場合は、授業時間終了直後までとする。 
★遠隔授業の場合は、授業開始時に①Web class および②Zoom（チャット）から出席登録
（学籍番号のみを入力）を行うこと。 
2)試験 60％   ；中間 20％、統括 40％とする。  
3)各単元の課題 ；20％（中野、今福の授業で、テーマ、提出方法、期限等は別途提示）す
る。 
4)自己学修ノート；20％とする。 
 各単元の教科 

22.コメント 
・在宅看護学は各看護学の統合分野ですが、各看護学と同時進行となっています。各自の計
画的な学修の積み重ねが重要となりますので、頑張りましょう。 



・制度等難しい内容も多いですが、施設内看護とは異なった在宅看護の魅力を発見していき
ましょう。 
・状況によっては、遠隔授業への変更の可能性もあります。webclass で確認するようにし
てください。また遠隔授業では、より自己で学んでいく姿勢が必要となります。学習目標を
明確にし、課題に取り組みましょう。わからないことがあれば、メール等で問い合わせてく
ださい。 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー；中野（木曜日 2 限目）、今福（水曜日昼休み）、松原（金曜日昼休み） 
センターオフィスアワー；中野（木曜日昼休み）、今福（木曜日昼休み）、松原（金曜日４限
目） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回  
4/13 
 中野 

在宅看護の概要 
・在宅看護の目的 
・在宅看護の特徴 
・在宅看護の役割・機能 
・在宅療養の成⽴条件 

教科書(p33--42,63-66) 

第２回   
4/20 
  今福 

地域・在宅看護が必要とされる背景 教科書(p21-31)、国⺠衛⽣の動向参照 
 

第３回  
4/27 
  今福 

在宅看護の対象① 
・小児〜高齢者、家族 
・⽣活の場に応じた看護、サービス機関 

教科書(P56-63) 
 

第４回  
5/11 
 今福 

在宅看護の対象③ 
・精神障がい者・小児 
・⽣活の場に応じた看護、制度、サービス機関 
 

教科書(P56-63,164-182（授業で行った制度
について）) 
 

第５回  
5/18 
 中野 
 

地域・在宅看護を展開するための基本理念 
地域・在宅看護における倫理 
・倫理の概要と活用 
・在宅看護特有の倫理問題 
・在宅療養者の権利を擁護する制度と社会資源 

教科書(P42-51,p183-184） 
・AR コンテンツ視聴 P183 

第６回  
5/25 
 中野 

在宅ケアを支える訪問看護ステーション 
・在宅看護の変遷と訪問看護制度 
・訪問看護ステーションにおける利用者の概要 

教科書(P198-211) 
 

第７回  6/1 
 中野 

地域療養を支える制度 
・社会資源の活用 
・介護保険制度 

教科書(P142-144、149-161) 
 

第８回  6/ 
8 
中野 今福 
松原 

中間試験（試験範囲；第 1 回〜第 7 回、30 分） 
地域療養を支える制度 
・医療保険制度 
・後期高齢者医療制度等 

教科書(P145-149) 

第９回  
6/15 
兵庫医療大
学 
堀口和子先
⽣ 

在宅看護の対象③ 
・家族学から見た家族の定義 
・在宅介護における家族の特徴 
・家族の機能 

教科書(P66--84) 
 

第 10 回  在宅看護の対象③ 教科書(P66-84) 



6/22 
兵庫医療大
学 
堀口和子先
⽣ 

・家族を理解するための技法 
・家族を理解するための基礎理論 
 

第 11 回  
6/29  
 松原 

療養の場の移行に伴う看護 
・退院支援と退院調整 
・継続看護の重要性 
・退院支援や地域連携に係る診療報酬について 

教科書(P103-112) 
・AR コンテンツ視聴 P111 

第 12 回  7/ 
6 
    今福 

地域包括ケアシステムにおける在宅看護 
・地域包括ケアシステムとは 
・地域包括ケアシステムにおける多職種・多機関連携 
・在宅看護におけるケアマネジメント 

教科書(P94-103,121-138) 
・AR コンテンツ視聴 P99 

第 13 回  
7/13 
 中野 

在宅ケアにおける危機管理（リスクマネジメント）② 
・リスクマネジメントとは 
・事故防止 
・実習の場におけるリスクマネジメント 

教科書(P234-241) 
・AR コンテンツ視聴 P238 

第 14 回 
7/20 
  今福 

在宅ケアにおける危機管理（リスクマネジメント）② 
・感染対策 
・災害看護 

教科書（p241-249） 
・AR コンテンツ視聴 
P238,242 

第 15 回  
7/27 
 中野 今福 
松原 

統括試験（試験範囲；第 1 回〜第 15 回、60 分） 
まとめ 

★自己学修ノート提出（紙ファイルでも可） 
表紙に必ず学籍番号、氏名を記載。複数冊あ
る場合は、通し番号を付け、輪ゴム等でまと
めること。 
※クリアファイルに挟んだだけの提出は不可
とする。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH219-
M01 

2.科目名 公衆衛⽣看護学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松田宣子、中世古恵美、久井志保 

5.授業科目の区分 
公衆衛⽣看護分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ２年 
10.取得資格の要件 看護師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、公衆衛⽣看護活動に必要な基本的考え方及び知識を習得することを目的としま
す。 
【概要】 
個人・家族の疾病予防や健康回復に対する支援だけでなく、それら個人・家族の住む地域あ
るいはコミュニティ全体の健康の向上を目指すのが公衆衛⽣です。このため、公衆衛⽣看護
で必要な知識や用いる技術は臨床看護とは同じではありません。そこで、本科目では公衆衛
⽣看護の目指すことや支援の特徴について概説し、自分の身近な問題を振り返りながら、公
衆衛⽣看護の視点から社会現象や身の回りの課題を捉える能力の獲得を目指します 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の「問題発見・解決力」の学修に関連し
ています。 
１．地域社会で起こっている問題について公衆衛⽣の視点から捉え直すことができる 
２．公衆衛⽣及び公衆衛⽣看護が目指すことを説明できる。 
３．公衆衛⽣の領域における看護活動の特徴を説明できる 

19.教科書・教材 

公衆衛⽣看護学 第５版 荒賀直子、後閑容子編集 インターメディカル 
＊各回の授業内容の欄に該当する教科書のページを記載してあります。必要時には教科書以
外に講義中に資料を配布します。試験の範囲は教科書だけでなく、講義中の配布資料も含ま
れます。 
 

20.参考文献 保健師業務要覧 第３版 井伊久美子他編集 日本看護協会出版会 

21.成績評価 

①評価方法と②成績の配分は以下のとおり。 
１）事後課題６０％（１２回×５点） ：課題の提示および提出は WebClass の所定の場所
で行う。（学習目標１、２、３に対応） 
２）総括試験 ４０％：講義１〜14 回目までの内容の理解を確認するために総括試験を実
施します。 
③合格基準：すべての評価対象を実施・提出した上で、合計が６０％以上の評価で合格とな
る。（学習目標１、２、３に対応） 

22.コメント 

保健師・看護師・助産師いずれの課程を選択する学⽣にも必要な看護専門職としての基礎的
な知識となります。特に近年は病院の場で働く看護師にとっても、地域で⽣活する人たちの
⽣活やその支援体制に関する知識をもたずには、患者の⽣活を理解し支援することはできま
せん。患者から信頼される看護師になるためにも、この科目を大切にししっかりと学んでく
ださることを期待します。 

23.オフィスアワー 
松田：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 
久井：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）木曜日昼休み 
中世古：研究室 水曜日Ⅲ時限   センターオフィスアワー  （図書館）⽕曜日昼休み 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１回目 
４月１１日 

＜健康とは何か＞ 
健康をめぐる課題・健康の決定要因などについて説明
する。（松田） 
教科書：p.12 

事後課題（個人ワーク）の提出はすべて
WebClass へ（ハードコピーは受け付けませ
ん） 課題の内容は、当日までに WebClass
へ掲示します。 
事後課題１ 

２回目 
４月１８日 

＜⽣活とは何か＞ 
⽣活とは何かを捉え直し、健康や病気との関連性につ
いて理解を深める。（中世古） 
教科書：該当ページなし。講義中に資料を配付。 

事後課題２ 
 

３回目 
４月２５日 
 

＜環境とは何か＞ 
環境とは何かを考え、健康との関連性について考えを
深める。（久井） 
健康に影響する要因（個人、環境、政策）とそのプロ
セスについて 
教科書：該当ページなし。講義中に資料を配付。 

事後課題３ 

４回目 
５月２日 

＜公衆衛⽣の理念＞ 
公衆衛⽣の理念・目的・目標、プライマリヘルスケ
ア、ヘルスプロモーションの概念について学ぶ。（松
田） 
教科書：p.4-5、p.14-18 

事後課題４ 

５回目 
５月９日 

＜公衆衛⽣看護活動の基盤＞ 
公衆衛⽣看護の定義、公衆衛⽣看護活動の理念を始め
活動の基盤となる考え方を学ぶ（松田） 
教科書：ｐ4−8、ｐ.61−66 

事後課題５ 

６回目 
５月１６日 
 

公衆衛⽣看護の対象（久井） 
公衆衛⽣看護の対象（個人・家族、集団、地域）につ
いてその特徴を学ぶ 
地域の健康課題について、その原因を遡り（個人のみ
ならず、家族、地域社会のあり方にも目をむけ）、健
康課題の発⽣に、家族、集団、地域がどのように関与
するのかを理解する。 

事後課題６ 

７回目 
５月２３日 

＜公衆衛⽣の看護の方法：個人・家族＞（松田） 
個人・家族へのアプローチの特徴を学ぶ。 

事後課題７ 

８回目 
５月３０日 

＜公衆衛⽣の看護の場＞（中世古） 
公衆衛⽣看護の活動の場（行政機関、職域、学校、医
療施設、福祉施設など）の特徴を学ぶ。 
教科書：p.51-64 

事後課題８ 

９回目 
６月６日 

＜公衆衛⽣看護活動の方法：集団・組織＞（久井） 
集団・グループへのアプローチの特徴を学ぶ。 
地域のつながりと健康の関連性について学ぶ 
教科書：p.152-164 

事後課題９ 

１０回目 
６月１３日 

＜公衆衛⽣看護活動の方法：地域全体＞（中世古） 
地域全体に対するアプローチの特徴を学ぶ。 
地域住⺠の集団の健康度を表す指標を理解し、その指
標をもちいて自分の地域の特徴を理解することを学ぶ 
教科書：p.103-123 

事後課題１０ 



１１回目 
６月２０日 

＜公衆衛⽣看護活動の方法：職域＞（久井） 
職域に対するアプローチの特徴を学ぶ。 
 

事後課題１１ 

１２回目 
６月２７日 

＜公衆衛⽣看護活動の方法：学校＞（久井） 
学校に対するアプローチの特徴を学ぶ。 
 

 

１３回目 
７月４日 

＜公衆衛⽣看護の倫理＞ 
公衆衛⽣看護における倫理についてその基本的考え方
を学ぶ。（松田） 
教科書：該当なし 

 

１４回目 
７月１１日 

＜公衆衛⽣看護の歴史＞ 
公衆衛⽣看護の歴史的変遷について学ぶ。（久井） 
６つの時期にわけて、社会の変化とそれに伴う公衆衛
⽣看護活動の変化を説明 
教科書：ｐ.22−43 

事後課題１２ 

１５回目 
７月２５日 

＜総括試験＞ 
試験範囲は第 1〜14 回のすべて（松田・久井・中世
古） 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M01 

2.科目名 ⽼年看護学実習 （1/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⽼年健康看護学概論 
⽼年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して⽼年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人⽣の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、⽼年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、⽣活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① ⽼年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け⽣活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と⽣活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の⽼年観を養う      
 

19.教科書・教材 
系統看護学講座 専門分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た⽼年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；⽣活機能からみた⽼年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 

(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 
＊詳細は⽼年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 
事前学習として⽼年看護学概論や⽼年看護援助論、および疾病治療論(⽼年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 



   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
⽼年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M02 

2.科目名 ⽼年看護学実習 （2/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⽼年健康看護学概論 
⽼年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して⽼年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人⽣の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、⽼年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、⽣活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① ⽼年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け⽣活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と⽣活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の⽼年観を養う      
 

19.教科書・教材 
系統看護学講座 専門分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た⽼年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；⽣活機能からみた⽼年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 

(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 
＊詳細は⽼年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 
事前学習として⽼年看護学概論や⽼年看護援助論、および疾病治療論(⽼年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 



   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
⽼年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M03 

2.科目名 ⽼年看護学実習 （3/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⽼年健康看護学概論 
⽼年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して⽼年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人⽣の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、⽼年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、⽣活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① ⽼年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け⽣活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と⽣活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の⽼年観を養う      
 

19.教科書・教材 
系統看護学講座 専門分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た⽼年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；⽣活機能からみた⽼年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 

(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 
＊詳細は⽼年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 
事前学習として⽼年看護学概論や⽼年看護援助論、および疾病治療論(⽼年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 



   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
⽼年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M04 

2.科目名 ⽼年看護学実習 （4/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⽼年健康看護学概論 
⽼年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して⽼年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人⽣の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、⽼年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、⽣活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① ⽼年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け⽣活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と⽣活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の⽼年観を養う      
 

19.教科書・教材 
系統看護学講座 専門分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た⽼年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；⽣活機能からみた⽼年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 

(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 
＊詳細は⽼年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 
事前学習として⽼年看護学概論や⽼年看護援助論、および疾病治療論(⽼年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 



   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
⽼年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M05 

2.科目名 ⽼年看護学実習 （5/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⽼年健康看護学概論 
⽼年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して⽼年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人⽣の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、⽼年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、⽣活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① ⽼年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け⽣活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と⽣活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の⽼年観を養う      
 

19.教科書・教材 
系統看護学講座 専門分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た⽼年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；⽣活機能からみた⽼年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 

(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 
＊詳細は⽼年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 
事前学習として⽼年看護学概論や⽼年看護援助論、および疾病治療論(⽼年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 



   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
⽼年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M06 

2.科目名 ⽼年看護学実習 （6/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⽼年健康看護学概論 
⽼年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して⽼年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人⽣の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、⽼年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、⽣活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① ⽼年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け⽣活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と⽣活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の⽼年観を養う      
 

19.教科書・教材 
系統看護学講座 専門分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た⽼年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；⽣活機能からみた⽼年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 

(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 
＊詳細は⽼年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 
事前学習として⽼年看護学概論や⽼年看護援助論、および疾病治療論(⽼年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 



   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
⽼年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH311-
M07 

2.科目名 ⽼年看護学実習 （7/7） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 専門科目 9.履修学年 ３年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⽼年健康看護学概論 
⽼年看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

高齢者施設および病棟での臨地実習を通して⽼年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理
的・社会的変化の特徴と、人⽣の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能
力を養うことを目的とする。 
高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニケーションのあり方を学ぶ。
病院実習では、⽼年期という発達段階にある受け持ち患者を総合的に理解し、病態と対象者
が有する資源とを結び付け、⽣活機能の再構築の観点からの看護過程を学ぶ。さらに、実習
を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  コミュニケーション能力 
① ⽼年期にある対象を総合的に理解することができる。 
② 情報を病態・対象者が有する資源と結び付け⽣活機能の観点からのアセスメントと看護
の焦点化ができる。 
③ 対象者の発達段階に応じた自律と⽣活機能の再構築を目指した援助を提供することがで
きる。 
④ 高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との連携の実際と看護の役割を理解す
ることができる・ 
⑤ 高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度と自己の⽼年観を養う      
 

19.教科書・教材 
系統看護学講座 専門分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院 
 

20.参考文献 

リンダ J．カルペニート；看護診断ハンドブック第 11 版，医学書院   
⻲井智子編；根拠と事故防止から見た⽼年看護技術，医学書院．                  
山田律子他編；⽣活機能からみた⽼年看護過程，医学書院．                           
藤崎郁；フィジカルアセスメント完全ガイド，Gakken   
   
 

21.成績評価 

(中間評価、最終評価の方法等) 高齢者施設の実習記録と感想文 15% 
事学習課題、病院の実習記録と振り返りレポート 65% 
カンファレンス貢献度・実習態度 20% 
＊詳細は⽼年看護学実習要項を参照     
 

22.コメント 
事前学習として⽼年看護学概論や⽼年看護援助論、および疾病治療論(⽼年)の内容を復習し
てから実習に参加しましょう。 



   
 

23.オフィスアワー 

原本⽕曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
   
谷口：水曜日 9：30〜10：30（メディアライブラリー） 
沼本：木曜日お昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
⽼年看護学実習要項を参照 
※状況によって遠隔となる場合は別紙で対応する。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M01 

2.科目名 在宅看護学実習 （1/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で⽣活している在宅療養者とその家族を理解し、⽣活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者とその家族の⽣活過程や価値観、在宅療養への思いを尊重できる。 
  P-3. 在宅療養者とその家族の療養状況について説明できる。 
  P-4． 在宅療養者の健康状態・障害と療養上の困難について説明できる。  
  P-5. 家族の健康状態と介護状況について説明できる。 
  P-6. 在宅療養者が利用している制度・サービスについて説明できる。 
  P-7.  在宅療養者と家族の強みについて説明できる。 
  P-8. 在宅療養者とその家族の情報の解釈・分析を行い、全体像について説明できる。 
  P-9. 在宅療養者の看護の方向性について説明できる。 
３．在宅療養者とその家族の看護上の問題について理解できる。 
  P-1. 在宅療養者とその家族の看護上の問題とその根拠について説明できる。 
  P-2. 在宅療養者とその家族の看護上の問題について、優先順位とその根拠を説明でき
る。 
４．在宅療養者とその家族に対する看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を
理解できる。 
  P-1. 訪問時の看護支援の目的と内容、その支援の意味について説明できる。 
  P-2. 看護支援の実際から、訪問看護の特性を説明できる。 
  P-3. 看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を説明できる。 
５．地域包括ケアシステムにおける多職種との協働・連携と看護の役割について 理解でき
る。 
  P-1. 多職種との協働・連携の必要性と実際について説明できる。 
    P-2. 多職種との協働・連携における看護の役割について説明できる。 
 



19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M02 

2.科目名 在宅看護学実習 （2/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で⽣活している在宅療養者とその家族を理解し、⽣活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者とその家族の⽣活過程や価値観、在宅療養への思いを尊重できる。 
  P-3. 在宅療養者とその家族の療養状況について説明できる。 
  P-4． 在宅療養者の健康状態・障害と療養上の困難について説明できる。  
  P-5. 家族の健康状態と介護状況について説明できる。 
  P-6. 在宅療養者が利用している制度・サービスについて説明できる。 
  P-7.  在宅療養者と家族の強みについて説明できる。 
  P-8. 在宅療養者とその家族の情報の解釈・分析を行い、全体像について説明できる。 
  P-9. 在宅療養者の看護の方向性について説明できる。 
３．在宅療養者とその家族の看護上の問題について理解できる。 
  P-1. 在宅療養者とその家族の看護上の問題とその根拠について説明できる。 
  P-2. 在宅療養者とその家族の看護上の問題について、優先順位とその根拠を説明でき
る。 
４．在宅療養者とその家族に対する看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を
理解できる。 
  P-1. 訪問時の看護支援の目的と内容、その支援の意味について説明できる。 
  P-2. 看護支援の実際から、訪問看護の特性を説明できる。 
  P-3. 看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を説明できる。 
５．地域包括ケアシステムにおける多職種との協働・連携と看護の役割について 理解でき
る。 
  P-1. 多職種との協働・連携の必要性と実際について説明できる。 
    P-2. 多職種との協働・連携における看護の役割について説明できる。 
 



19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M03 

2.科目名 在宅看護学実習 （3/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で⽣活している在宅療養者とその家族を理解し、⽣活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者とその家族の⽣活過程や価値観、在宅療養への思いを尊重できる。 
  P-3. 在宅療養者とその家族の療養状況について説明できる。 
  P-4． 在宅療養者の健康状態・障害と療養上の困難について説明できる。  
  P-5. 家族の健康状態と介護状況について説明できる。 
  P-6. 在宅療養者が利用している制度・サービスについて説明できる。 
  P-7.  在宅療養者と家族の強みについて説明できる。 
  P-8. 在宅療養者とその家族の情報の解釈・分析を行い、全体像について説明できる。 
  P-9. 在宅療養者の看護の方向性について説明できる。 
３．在宅療養者とその家族の看護上の問題について理解できる。 
  P-1. 在宅療養者とその家族の看護上の問題とその根拠について説明できる。 
  P-2. 在宅療養者とその家族の看護上の問題について、優先順位とその根拠を説明でき
る。 
４．在宅療養者とその家族に対する看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を
理解できる。 
  P-1. 訪問時の看護支援の目的と内容、その支援の意味について説明できる。 
  P-2. 看護支援の実際から、訪問看護の特性を説明できる。 
  P-3. 看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を説明できる。 
５．地域包括ケアシステムにおける多職種との協働・連携と看護の役割について 理解でき
る。 
  P-1. 多職種との協働・連携の必要性と実際について説明できる。 
    P-2. 多職種との協働・連携における看護の役割について説明できる。 
 



19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M04 

2.科目名 在宅看護学実習 （4/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で⽣活している在宅療養者とその家族を理解し、⽣活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者とその家族の⽣活過程や価値観、在宅療養への思いを尊重できる。 
  P-3. 在宅療養者とその家族の療養状況について説明できる。 
  P-4． 在宅療養者の健康状態・障害と療養上の困難について説明できる。  
  P-5. 家族の健康状態と介護状況について説明できる。 
  P-6. 在宅療養者が利用している制度・サービスについて説明できる。 
  P-7.  在宅療養者と家族の強みについて説明できる。 
  P-8. 在宅療養者とその家族の情報の解釈・分析を行い、全体像について説明できる。 
  P-9. 在宅療養者の看護の方向性について説明できる。 
３．在宅療養者とその家族の看護上の問題について理解できる。 
  P-1. 在宅療養者とその家族の看護上の問題とその根拠について説明できる。 
  P-2. 在宅療養者とその家族の看護上の問題について、優先順位とその根拠を説明でき
る。 
４．在宅療養者とその家族に対する看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を
理解できる。 
  P-1. 訪問時の看護支援の目的と内容、その支援の意味について説明できる。 
  P-2. 看護支援の実際から、訪問看護の特性を説明できる。 
  P-3. 看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を説明できる。 
５．地域包括ケアシステムにおける多職種との協働・連携と看護の役割について 理解でき
る。 
  P-1. 多職種との協働・連携の必要性と実際について説明できる。 
    P-2. 多職種との協働・連携における看護の役割について説明できる。 
 



19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M05 

2.科目名 在宅看護学実習 （5/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で⽣活している在宅療養者とその家族を理解し、⽣活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者とその家族の⽣活過程や価値観、在宅療養への思いを尊重できる。 
  P-3. 在宅療養者とその家族の療養状況について説明できる。 
  P-4． 在宅療養者の健康状態・障害と療養上の困難について説明できる。  
  P-5. 家族の健康状態と介護状況について説明できる。 
  P-6. 在宅療養者が利用している制度・サービスについて説明できる。 
  P-7.  在宅療養者と家族の強みについて説明できる。 
  P-8. 在宅療養者とその家族の情報の解釈・分析を行い、全体像について説明できる。 
  P-9. 在宅療養者の看護の方向性について説明できる。 
３．在宅療養者とその家族の看護上の問題について理解できる。 
  P-1. 在宅療養者とその家族の看護上の問題とその根拠について説明できる。 
  P-2. 在宅療養者とその家族の看護上の問題について、優先順位とその根拠を説明でき
る。 
４．在宅療養者とその家族に対する看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を
理解できる。 
  P-1. 訪問時の看護支援の目的と内容、その支援の意味について説明できる。 
  P-2. 看護支援の実際から、訪問看護の特性を説明できる。 
  P-3. 看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を説明できる。 
５．地域包括ケアシステムにおける多職種との協働・連携と看護の役割について 理解でき
る。 
  P-1. 多職種との協働・連携の必要性と実際について説明できる。 
    P-2. 多職種との協働・連携における看護の役割について説明できる。 
 



19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M06 

2.科目名 在宅看護学実習 （6/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、今福恵子、松原まなみ 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で⽣活している在宅療養者とその家族を理解し、⽣活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者とその家族の⽣活過程や価値観、在宅療養への思いを尊重できる。 
  P-3. 在宅療養者とその家族の療養状況について説明できる。 
  P-4． 在宅療養者の健康状態・障害と療養上の困難について説明できる。  
  P-5. 家族の健康状態と介護状況について説明できる。 
  P-6. 在宅療養者が利用している制度・サービスについて説明できる。 
  P-7.  在宅療養者と家族の強みについて説明できる。 
  P-8. 在宅療養者とその家族の情報の解釈・分析を行い、全体像について説明できる。 
  P-9. 在宅療養者の看護の方向性について説明できる。 
３．在宅療養者とその家族の看護上の問題について理解できる。 
  P-1. 在宅療養者とその家族の看護上の問題とその根拠について説明できる。 
  P-2. 在宅療養者とその家族の看護上の問題について、優先順位とその根拠を説明でき
る。 
４．在宅療養者とその家族に対する看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を
理解できる。 
  P-1. 訪問時の看護支援の目的と内容、その支援の意味について説明できる。 
  P-2. 看護支援の実際から、訪問看護の特性を説明できる。 
  P-3. 看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を説明できる。 
５．地域包括ケアシステムにおける多職種との協働・連携と看護の役割について 理解でき
る。 
  P-1. 多職種との協働・連携の必要性と実際について説明できる。 
    P-2. 多職種との協働・連携における看護の役割について説明できる。 
 



19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH312-
M07 

2.科目名 在宅看護学実習 （7/7） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 中野康子、松原まなみ、今福恵子 

5.授業科目の区分 

専門科目 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
基礎看護実習Ⅱ 
在宅看護学概論 
在宅看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【実習目的】 
地域で⽣活している在宅療養者とその家族を理解し、⽣活の場における看護支援に ついて
学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】以下、C（cognitive;知識）P（psychomotor;技術）A（affective;態度）を示
す。 
１．訪問看護ステーションの機能と役割について理解できる。 
  C-1. 訪問看護ステーション(実習施設)の概要について説明できる。 
  C-2. 訪問看護ステーション(実習施設)における利用者の概要と看護支援内容につい
て、説明できる。 
２．在宅療養者とその家族について理解できる。 
  P-1. 医療施設と在宅療養の場における療養環境の違いについて説明できる。 
  A-2. 在宅療養者とその家族の⽣活過程や価値観、在宅療養への思いを尊重できる。 
  P-3. 在宅療養者とその家族の療養状況について説明できる。 
  P-4． 在宅療養者の健康状態・障害と療養上の困難について説明できる。  
  P-5. 家族の健康状態と介護状況について説明できる。 
  P-6. 在宅療養者が利用している制度・サービスについて説明できる。 
  P-7.  在宅療養者と家族の強みについて説明できる。 
  P-8. 在宅療養者とその家族の情報の解釈・分析を行い、全体像について説明できる。 
  P-9. 在宅療養者の看護の方向性について説明できる。 
３．在宅療養者とその家族の看護上の問題について理解できる。 
  P-1. 在宅療養者とその家族の看護上の問題とその根拠について説明できる。 
  P-2. 在宅療養者とその家族の看護上の問題について、優先順位とその根拠を説明でき
る。 
４．在宅療養者とその家族に対する看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を
理解できる。 
  P-1. 訪問時の看護支援の目的と内容、その支援の意味について説明できる。 
  P-2. 看護支援の実際から、訪問看護の特性を説明できる。 
  P-3. 看護支援の実際から、看護支援のあり方、看護の役割を説明できる。 
５．地域包括ケアシステムにおける多職種との協働・連携と看護の役割について 理解でき
る。 
  P-1. 多職種との協働・連携の必要性と実際について説明できる。 
    P-2. 多職種との協働・連携における看護の役割について説明できる。 
 



19.教科書・教材 在宅看護学概論・在宅看護援助論等で配布された講義資料。テキスト 
20.参考文献 適宜、指示します。 

21.成績評価 
実習目標の到達度（事前学習課題、実習記録・課題レポート等提出物一式、カンファレン
ス）、出席状況、実習への取り組み等から総合的に評価する。提出期限を超えた記録は評価
できない。実習指導者と協議し、教員が最終評価を行う。 

22.コメント 主体的に学習し、行動しましょう。 
23.オフィスアワー 実習中は随時相談してください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
月曜日 施設オリエンテーション、同行訪問  
⽕曜日 同行訪問  
水曜日 同行訪問  
木曜日 同行訪問、最終カンファレンス  

金曜日 
学内カンファレンス、実習記録・レポートのまとめ、
面接等  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH402-
M01 

2.科目名 公衆衛⽣看護活動展開演習 3.単位数 3 

4.授業担当教員 久井志保、中世古恵美、松田宣子 

5.授業科目の区分 
公衆衛⽣看護分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
（公衆衛
⽣看護学
分野選択
の場合は
必修） 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 保健師、看護師 11.先修条件 保健師課程を専攻する上で必要な科目全て 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
本科目は主として行政保健師として働く上で必要な知識と技術を獲得することを目的としま
す。 
【概要】 
具体的には、保健活動におけ基盤となる法律、政策、制度をまず理解し、それをもとにした
保健師活動の基本的知識を学びます。また、後半は、保健師活動上必要な基本的技術の中か
ら主として健康診査、家庭訪問、健康教育に絞って演習を実施し、実習時に個々の学⽣が実
際に適用できるなることを目指します。 加えて、産業保健活動及び養護教諭の活動の基礎
を学び産業保健実習及び学校保健実習での学びに必要な知識を獲得することを目指 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性、（２）問題発見・解決力、
（６）専門的知識・技術の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（身につく知識とスキル）は以下の通りです。 
1.  各発達段階（⺟子・成人・高齢者）ならびに健康課題（感染症・精神障害・難病）に対
する保健活動の基盤となる法律、政策、制度について説明できる。 
2.  発達段階（⺟子・成人・高齢者）及び健康課題（感染症・精神障害・難病）の特性に応
じた保健師の支援方法の要点について説明できる。 
3．産業保健活動及び学校保健活動の基盤となる法律、制度と保健活動の要点について説明
できる。 
4.  健康診査の理論と技術の要点について述べることができる。 
5.  乳幼児健診の問診を実際に展開することができる。 
6.  家庭訪問の理論と技術の要点について述べることができる。 
7.  新⽣児訪問の家庭訪問の計画を⽴案し、実際に展開することができる。 
8.  健康教育の理論と技術の要点について述べることができる。 
9.  健康教育の企画書を作成し、効果的な媒体を作成することができる。 
 

19.教科書・教材 

公衆衛⽣看護学.JP 第５版 インターメディカル （公衆衛⽣看護学概論で使用した教科
書） 
国⺠衛⽣の動向 2021/2022 版  厚⽣労働統計協会 
標準保健学講座  公衆衛⽣看護技術 第４版 医学書院 
 

20.参考文献 
公衆衛⽣がみえる  医療情報科学研究所 
井伊久美子他編(2019) 保健師業務要覧 第 4 販  日本看護協会出版会  
 



21.成績評価 

①評価内容 
事後課題、演習課題（学習目標 5、7、9） 
事後課題、総括試験（学習目標１、２、３、4、６、８） 
②評価配分 
演習課題 70％、総括試験 30％ 
③合格基準 
演習課題と総括試験を総合して、60％以上の評価で合格とする 
 

22.コメント 

臨床看護で学んだ個々の患者に対する看護をする上で培った考え方や行動のあり方を超え
て、地域の集団の健康課題を捉え、個人・家族だけではなく、集団や組織、そして地域全体
に対する支援（看護）に必要な考え方・行動様式を獲得していくことが必要です。最初は少
し⼾惑うからもしれませんが、講義、演習に真剣に取り組むこと、そして「なぜ」この内容
を学ぶことが必要なのか、常に疑問を持って考えてみてください。そうすることで、「保健
師」とは何か、そしてその社会的意義を見つけることができます。このように常にリフレク
ション（自分や他者との対話）を行うことで、講義、演習、実習が楽しくなると思います。
⻑い道のりですが、一緒に歩んでいきましょう。 
 

23.オフィスアワー 

以下の時間に質問及び相談に応じます。但し、可能な限り事前にアポイントメントをとって
ください。（急な対応で時間の取れない場合もあります） 
松田：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 
久井：研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）木曜日昼休み 
中世古：研究室 水曜日３時間目  センターオフィスアワー  （図書館）⽕曜日昼休み   
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 
第３回 

＜第１回：科目のガイダンス＞ 松田・久井・中世古 
＜第２回：講義 ⺟子保健１＞ 松田 
 ⺟子保健の政策、制度、保健活動 
＜第３回 講義 ⺟子保健２＞ 松田 
 発達支援について保健師の役割 

WebClass に事前課題を提示。必ず確認し、
期日までに WebClass に提出すること 

第４回 
第５回 
 

＜第４回：講義 成人保健１＞中世古 
 成人保健の法律、政策、制度（⻭科保健を含む） 
＜第５回：講義 成人保健２＞ 中世古 
 成人期の健康課題(⽣活習慣病）に対する保健師の
活動 
 

 

第６回 
第７回 
 

＜第６回：講義 高齢者保健福祉＞ 中世古 
高齢者保健福祉の法律、政策、制度 
＜第７回：講義 高齢者保健福祉＞ 中世古 
高齢者に対する保健福祉活動 
 

 

第８回 
＜第８回：講義 市町村保健師活動＞ 特別講師 
市町の保健師活動の実際 
 

事後課題（WebClass) 

第９回 
第１０回 

＜第９回：講義 精神保健＞ 松田 
精神保健に関する法律、政策、制度 
＜第１０回： 講義 精神保健＞ 松田 
精神保健活動 
 

 



第１１回 
第１２回 
 

＜第１１回：講義 難病＞  中世古 
難病に関する法律、政策、制度  
＜第１２回：講義 難病＞ 中世古 
難病とともに⽣きる人に対する保健師の活動 
 

 

第１３回 
第１４回 
 

第１３回: 講義 感染症＞ 松田 
感染症に対する法律、政策、制度 
＜第１４回：講義 感染症＞ 松田 
感染症に対する保健師活動 
 

 

第１５回 
 

＜第１５回: 講義 県の保健師活動＞ 特別講師 
県の保健師活動の実際 
 

事後課題（WebClass 提出） 

第１６回−
１９回（全
４回） 

＜第１６回：講義  産業保健①＞ 久井 
産業保健の目的、対象、現状 
＜第１７回：講義  産業保健②＞ 久井 
産業保健に関する政策、制度 
＜第１８回:：講義  産業保健③＞ 久井 
産業保健に伴う健康問題 
＜第１９回：講義 産業保健④＞  久井 
産業保健活動の実際 
 

 

第２０ー２
３回 
（全４回） 
 

＜第２０回 講義： 学校保健①＞ 久井 
学校保健の理念、政策、制度 
＜第２１回 講義： 学校保健②＞ 久井 
養護教諭の職務内容 
＜第２２回 講義： 学校保健③＞ 久井 
学校保健における課題・地域保健との連携 
＜第２３回 講義： 学校保健④＞ 久井 
学校環境保健 
 

 

第２４回ー
２９回（全
６回） 
 

＜第２４回：講義 健康診査?＞ 松田  
健康診査の理論 
＜第２５回：講義 健康診査②＞ 松田 
健康診査の技術 
＜第２６回：演習 健康診査③＞ 松田  
乳幼児健康診査の問診の手技 
＜第２７回：演習 健康診査④＞ 松田    
１歳６か月児健診の紙上事例のアセスメント 
＜第２８回：演習 健康診査⑤＞ 松田    
１歳６か月児健診の問診・相談のロールプレイ 
＜第２９回：演習 健康診査⑥＞ 松田 
１歳６か月児健診の問診・相談の発表 
 

 

第３０回ー
３６回 
（全７回） 

＜第３０回：講義 家庭訪問?＞ 中世古 
講義：家庭訪問の理論 
＜第３１回：講義 家庭訪問②＞ 中世古 
講義：新⽣児訪問計画⽴案 

新⽣児訪問の訪問計画は WebClass に提出
してもらいます。詳細は授業時間中に提示し
ます。 



＜第３２回： 演習  家庭訪問③＞ 中世古 
演習：新⽣児訪問の評価 
＜第３３回： 演習   家庭訪問④＞ 中世古 
演習：新⽣児訪問 観察・計測の技術 
＜第３４回：演習   家庭訪問⑤＞  中世古 
演習：新⽣児訪問のロールプレイ（練習） 
＜第３５回：演習   家庭報恩⑥＞  中世古 
演習：新⽣児訪問のロールプレイ（発表） 
＜第３６回：講義 ：家庭訪問⑦＞   中世古 
講 

第３７回ー
４４回 
（全８回） 
 

＜第３７回；講義 健康教育①＞ 久井 
講義：健康教育の基本的知識 
＜第３８回：講義 健康教育②＞ 久井 
講義：保健師の行う健康教育の特徴 
＜第３９回；講義 健康教育③＞ 久井 
講義：健康教育の企画・⽴案と効果的な媒体の作成 
＜第４０回：演習 健康教育④＞ 久井 
演習： 健康教育の企画書の作成 
＜第４１回： 演習 健康教育⑤＞ 久井 
演習：健康教育の指導案の作成 
＜第４２回： 演習 健康教育⑥＞ 久井 
演習：健康教育の企画書と指導案の発表 
＜第４３回： 演習 健康教育⑦＞ 久井 
演習：健康教育の 

健康教育の企画書と指導案はワードで作成
し、WebClass に提出してもらいます。必ず
一人一台パソコンを持参してください。 
指導案と企画書、及び媒体については評価の
対象となります。評価基準は別途提示しま
す。 

第４５回 

＜第４5 回＞ 久井  中世古 
総括試験 
範囲：第８回と第１５回(特別講師による講義）を除
く１−４４回までの講義の内容を範囲とします） 
 

 

 
 
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH403-
M01 

2.科目名 公衆衛⽣看護管理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中世古恵美、久井志保、松田宣子 

5.授業科目の区分 
公衆衛⽣看護分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
（公衆衛
⽣看護学
分野選択
の場合は
必修） 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 

10.取得資格の要件 保健師、看護師 11.先修条件 
保健師課程専攻に必要な科目全て 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目は、行政保健師の行う地区診断の基本的考え方・知識・技術を習得すること
を目的とします。 
【概要】 
本科目では保健師活動の基礎となる地域診断（コミュニティ・ヘルス・アセスメント）の理
論と技術について学びます。 
地区診断とは保健所及び市町村などの行政の場で働く保健師に必須の専門技術として位置付
けられています。保健師として地域の健康課題を明らかにし、そのニーズにあった保健事業
及び保健政策を企画する能力です。本科目ではこの地域診断の技術を獲得するために、講義
と演習（個人ワーク・グループワーク）を通し、 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP(ディプロマポリシー）の（１）自律性、（４）問題発見・解決
力、（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（身につく知識とスキル）は次の通りです。 
1.  地区診断の意義を説明できる。 
2．地区診断のモデルの要素とそれぞれの意味を説明できる 
3.  地域の健康度を説明する指標の種類とその意味を説明できる 
4.  保健事業の企画の構成要素を説明できる 
5.  地域の健康度を評価する統計学的データを収集し、その意味を解釈できる 
6.  地域の健康に関連するリスクファクター（個人の要因）と環境要因を収集し、その意味
を解釈できる。 
7.  地域の健康課題を明らかにし、その原因を個人と環境の両面から分析し、仮説（推測）
を⽴てることができる。 
8.  診断のレベルごとの（優先課題を見つける・課題の原因を明確にする）の意義と方法の
特徴を説明できる。 
9.  地域集団の地域診断の結果（情報ー診断結果）を第三者に向けて効果的に発表すること
ができる。 
10.  健康危機管理（感染症・災害）の看護職としての活動の方法とその意義を説明できる 
 

19.教科書・教材 
地域看護診断 第２版 金川克子・田高悦子 編集 東京大学出版会社 
 

20.参考文献 
エリザベス T.  アンダーソン他編集、金川克子監訳  コミュニティ アズ パートナー 
地域看護学の理論と実際  医学書院 
佐伯和子編（2018) 地域保健福祉活動のための 地域看護アセスメントガイド  第２版 



地区活動ならびに施策可のアセスメント・活動計画・評価計画の⽴案  医⻭薬出版株式会
社 
厚⽣労働統計協会 国⺠衛⽣の動向 2021/2022 
 

21.成績評価 

１）評価内容と配分 
   ①モデル地区の地区診断演習（個人ワーク） 30％ （学習目標５〜9） 
   ②実習地区の地区診断演習（グループワーク）30％（学習目標５〜9） 
   ③課題レポート 10％（学習目標 10） 
   ④総括試験 30％（学習目標１〜４） 
２）合格基準  上記全ての評価の合計が 60％以上で合格とする 
 

22.コメント 

本科目は保健師課程の要となる技術である地域診断の知識と技術を身につけるものです。病
院での個々の患者のアセスメントでは、⽣物学的な要因（病態⽣理）や行動学的な要因（食
⽣活など）に関する情報を集め分析し、患者の状態を判断してきたと思います。地域集団を
対象とした分析では、これに加えて社会的・環境的要因の情報が必要になります。情報の量
が増えることで、アセスメントが複雑になります。しかし、実際の人々の⽣活は複雑であ
り、多様な要因が絡み合い健康問題となっていきます。地域診断ではこれらの複雑な背景を
情報を整理することで何が原因なのかを浮かび上がらせていく作業となります。Step-by-
Setp で進めることで、一人一人がこの技術を獲得できるように一緒に頑張っていきましょ
う。 

23.オフィスアワー 
松田： 研究室 水曜日昼休み  センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 
久井： 研究室 水曜日昼休み  センターオフィスアワー（図書館）木曜日昼休み  
中世古：研究室 水曜日Ⅲ時限目 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回〜第
３回 
 

＜第１回＞ 講義： 地域診断の理論   中世古 
地域診断に活用する理論を学ぶ 
＜第２壊＞ 講義： 健康指標とその見方? 中世古 
健康指標のデータの収集、整理、解釈について学ぶ 
＜第３回＞ 講義： 健康指標とその見方② 中世古 
健康指標のデータの収集、整理、解釈について学ぶ 

第２回目から第 10 回目までは、モデル地区
を活用し個人ワークで学びを深めて行きま
す。課題は講義中に説明します。 
第２回目〜11 回目までパソコン上で作業を
おこないます。必ず一人一台パソコンを持参
してください。 

第４回〜第
７回 
 

＜第４回＞  講義：関連要因１ 松田 
物理的環境・経済 
＜第５回＞ 講義：関連要因２  中世古 
政治と行政、教育 
＜第６回＞ 講義：関連要因３  松田 
安全・交通、コミュニケーション、レクリエーション 
＜第７回＞ 講義： 関連要因４ 中世古 
保健医療と社会福祉 
 

 

第８回 
第９回 

＜第８回＞ 講義： 情報の統合と推測  中世古 
健康課題と要因の明確化 仮説の設定? 
＜第 9 回＞ 演習：情報の統合と推測  中世古 
健康課題と要因の明確化 仮説の設定② 
 

 

第１０回 
第１１回 
 

＜第 10 回＞ 講義： 保健事業計画の策定? 松田 
事業計画の⽴案の基礎的知識を学ぶ 
＜第１1 回＞ 演習： 保健事業計画の策定② 中世古 
事業計画の⽴案の方法を学ぶ 

 



 

第１２回 
第１３回 
第１４回 

＜第１２回＞ 演習： 実習地区の情報収集  松田・
久井・中世古 
実習地区に関する情報収集（地域の優先課題の明確化
に向けて） 
＜第１３回＞ 演習： 実習地区の情報収集と整理 松
田・久井・中世古 
実習地区に関する情報収集と整理（地域の優先課題の
明確化に向けて） 
＜第１４回＞ 演習： 実習地区の情報収集と整理 松
田・久井・中世古 
実習地区に関する情報収集と整理（地域の優先課題の
明確化に向けて 
 

各実習担当教員の指導の下に、演習シートを
活用し演習を進める。 
 

第１５回 
第１６回 

＜第 1５回＞演習： 実習地区の優先課題の明確化 
松田・久井・中世古 
実習地区の健康に関する優先課題とその根拠を明確に
する 
＜第 1６回＞演習： 実習地区の優先課題の表明 松
田・久井・中世古 
実習地区の健康に関する優先課題とその根拠について
仮説を⽴て、文章化する 
 

各実習担当教員の指導の下に、演習シートを
活用し演習を進める。 
提出物 
第１５回終了時に演習シートを完成させ実習
担当教員へ提出 

第１７回 
第１８回 
第１９回 

＜第１７回＞演習： 実習地区の健康指標と関連要因
の分析 松田・久井・中世古 
実習地区の優先課題に関する健康指標を読み取る 
＜第１８回＞演習： 実習地区の健康指標と関連要因
の分析 松田・久井・中世古 
実習地区の優先課題に関する健康指標を読み取る 
＜第１９回＞演習： 実習地区の健康指標と関連要因
の分析 松田・久井・中世古 
実習地区の優先課題に関する健康指標のリスクファク
ターを特定する 
 

各実習担当教員の指導の下に、演習シートを
活用し演習を進める。 
提出物 
第１９回終了時に演習シートを完成させ実習
担当教員へ提出 

第２０回 
第２１回 
第２２回 
 

＜第２０回＞ 演習： 実習地区の健康指標と関連要因
の分析 松田・久井・中世古 
第１９回で特定した実習地区の優先課題に関するリス
クファクターに影響するサブシステム（社会環境要
因）に関する情報を集める 
＜第２１回＞演習： 実習地区の健康指標と関連要因
の分析 松田・久井・中世古 
実習地区の優先課題に関するリスクファクターに影響
するサブシステム（社会環境要因）に関する情報を集
める 
＜第２２回＞演習： 実習地区の健康指標と関連要因
の分析 松田・久井・中世古 
上記で集めた社会環境要因の情報の整理と解釈をおこ
なう 

各実習担当教員の指導の下に、演習シートを
活用し演習を進める。 
提出物 
第２２回終了時に演習シートを完成させ実習
担当教員へ提出 



 

第２３回 
第２４回 

＜第２３回＞ 演習： 情報の統合、健康課題の要因の
推測 松田・久井・中世古 
実習地区の健康課題に関連する要因についてその根拠
を提示し推測を行う 
＜第２４回＞ 演習： 情報の統合、健康課題の要因の
推測 松田・久井・中世古 
上記の結果を第３者を想定し、文章化をおこなう 
 

各実習担当教員の指導の下に、演習シートを
活用し演習を進める。 
提出物 
第２４回終了時に演習シートを完成させ実習
担当教員へ提出 

第２５回 
第２６回 

＜第２５回＞ 演習： 地区診断の結果の発表の準備 
松田・久井・中世古 
発表する内容とその方法について決定する  
＜第２６回＞ 演習： 地区診断の結果の発表の準備 
松田・久井・中世古 
発表に用いる媒体を作成する（スライド・資料など） 
 

各実習担当教員の指導の下に、演習シートを
活用し演習を進める。 
 

第２７回 

＜第２７回＞ 演習： 地区診断の結果の発表  松
田・久井・中世古 
各グループごとにクラス内で発表し、フィードバック
を得る 
 

第２７回終了時に、発表原稿と媒体を実習担
当教員へ提出 

第２８回 

＜第２８回＞  講義：健康危機管理（感染症） 特
別講義 外部講師予定 
感染症に対する保健活動 
 

特別講師による講義終了後、事後レポート提
出（Web Class）。成績評価③課題レポート
に該当。 

第２９回 

＜第２９回＞  講義： 健康危機管理（災害） 特別
講義 外部講師 
災害時の保健師活動 
 

特別講師による講義終了後、事後レポート提
出（Web Class）成績評価③課題レポートに
該当。 

第３０回 

＜第３０回＞ 
地区診断、疫学、保健統計に関する問題（国家試験に
準ずる内容）を出題と解説 
（講義では、１−３、１０の内容が該当） 

 

   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NCH404-
M01 

2.科目名 公衆衛⽣看護学実習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松田宣子、中世古恵美、久井志保 

5.授業科目の区分 
公衆衛⽣看護分野にお
ける実務経験のある教
員における授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 

10.取得資格の要件 保健師 11.先修条件 
公衆衛⽣看護学概論、個人・家族・集団・
組織の支援活動論、公衆衛⽣看護活動展開
演習、公衆衛⽣看護管理論の修得 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 公衆衛⽣看護学分野選択の学⽣のみ履修可能 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
保健所・市町村実習：保健所及び市町保健センターでの行政保健師の活動の場への参加をと
おして、公衆衛⽣看護活動における実践にに必要な基礎的能力を獲得する。 
産業保健実習：産業保健活動の対象となる人々（労働者）とその家族の健康と安全を保持増
進するための保健活動と産業保健における看護専門職の役割と機能、求められる能力につい
て理解する。 
学校保健実習：学校教育活動の一環である学校保健活動および養護教諭の職務の内容を知
り、発育発達過程にある児童⽣徒に応じた保健教育、保健管理について理解する。 
【概要】 
公衆 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性、（３）多様性理解、（４）
問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキル、（６）専門的知識・技能の活用力に関
連しています 
それぞれの実習場所での目標は以下の通りです。 
＜保健所・市町村＞ 
（１）地域ニーズを把握する方法を理解できる 
１） 地域における個人・家族、集団、コミュニティの特徴と支援のあり方を理解できる。 
２） 健康レベルの違いよる対象者の特徴とその支援のあり方を理解できる。 
３） 発達段階に応じた対象者の特徴とその支援のあり方を理解できる。 
４） 担当地域における健康の現状とヘルスニーズを明確にすることができる。 
５） 担当地域の保健事業の現状の分析と評価ができる。 
（２） 保健師活動の転回方法を理解できる 
１） 保健事業の法的根拠を理解できる。 
２） 保健事業の目的・意義を理解できる。 
３） 保健事業の対象と把握方法を理解できる。 
４） 保健事業の地域ケアシステムの中で位置づけを理解できる。 
５） 保健事業の企画において保健師の役割を理解できる 
６） 保健事業の展開について事前準備から事後評価までの流れを理解できる 
７） 保健所と市町村における保健事業の特徴を理解できる。 
＜産業保健＞ 
１）働く人々それぞれの労働の特徴を知り、労働と健康の関連について理解できる。 
２）事業場の組織体制を知るとともに、安全衛⽣管理体制についてその機能を理解できる。 
３）事業場で行われている事業について学び、働く人々の健康課題に対して行われている産
業保健師の具体的な健康支援及び技術が理解できる 
４）事業ばで行われている、産業保健の５分野（統括管理、健康管理、作業管理、作業環



境、労働衛⽣教育）の遂行のために、行うべき産業保健師の役割が理解できる。 
５）産業保健分野における多職種連携・協働、産業保健師のコーディネイト機能について考
えることができる。 
＜学校保健＞ 
１）学校保健教育の中での保健室のあり方や養護教諭の役割が理解できる。 
２）児童⽣徒の⽣活状況や、発達・発育の特徴が理解できる。 
３）養護教諭の日々の活動を知り、児童⽣徒の健康問題に対する養護教諭としての指導のあ
り方を理解できる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価 各実習要項に詳細を提示します。 

22.コメント 

公衆衛⽣の３つの領域である一般公衆衛⽣（保健所・市町村）、産業保健、学校保健での公
衆衛⽣の専門家としての実践に必要な基本的知識と技術を獲得する機会です。保健師とはど
ういう仕事なのか、社会から求められる役割は何なのか、それぞれの実習でしっかりと学ん
でください。 

23.オフィスアワー 
松田： 研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 
久井： 研究室 水曜日昼休み、 センターオフィスアワー（図書館）木曜日昼休み 
中世古：研究室 水曜日Ⅲ時限目、センターオフィスアワー（図書館）⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
 
詳細は各実習要項に提示します。 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN101-
M01 

2.科目名 基礎看護学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蛭子真澄 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

看護学のメタパラダイムである、人、健康、環境、看護に関する理解を深め、看護観の基盤
を構築することをねらいとする。看護の概念、看護の歴史、主要な看護モデル・理論、⽣命
の尊厳と人権の尊重、看護専門職者に求められる役割・機能、倫理的感受性と看護倫理につ
いて学習する。また、看護学教育の歴史的・制度的背景をふまえ、看護の質を高め、看護専
門職者としてのキャリア発達を促す看護教育の在り方についても学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
１．看護の概念と歴史を学び、その概要を説明できる。 
２．主要な看護モデル・理論を学び、その考え方の基本事項を説明できる。 
３．看護専門職者に求められる⽣命の尊厳と人権の尊重について学び理解する。 
４．看護専門職者に求められる役割・機能を理解し説明できる。 
５．看護専門職者に求めらえる倫理的感受性と看護倫理について学び理解する。 
６．看護の質を高め、看護専門職者としてのキャリア発達を促す看護教育の在り方と今後の
課題について考察する。 
 

19.教科書・教材 

「ナーシング・グラフィカ 基礎看護学① 看護学概論」 
河村佐和子・志自岐康子・松尾ミヨ子編、メディカ出版、２０１３ 
「看護の基本となるもの」 
ヴァージニア・ヘンダーソン著 湯槇ます・小玉⾹津子訳 日本看護協会出版会 
「看護覚え書き」フローレンス・ナイチンゲール 現代社 

20.参考文献 

「看護覚え書き」フローレンス・ナイチンゲール 現代社 
「臨床看護の本質」アーネスティン・ウィーデンバック、現代社 
「オレム看護論」、ドロセア E．オレム 医学書院 
「ぺプロウ 人間関係の看護論」ヒルデガード E.ペプロウ、医学書院 
「トラベルビー 人間対人間の看護」ジョイス・トラベルビー、医学書院 
「キング看護論」 キング、医学書院 
「ザ・ロイ適応看護モデル」、シスター・カリスタ・ロイ、医学書 
 

21.成績評価 
グループワーク 10％、レポート課題１０％、講義整理ノート：40％ 
筆記試験：40％ 

22.コメント 
全時間、積極的に授業に参画し、予習復習を確実に行うこと。「自分の看護観」の確⽴に向
けて興味関心をもって取り組むこと。 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
4 月 12 日 導入・ガイダンス 「私の持っている看護のイメージ」A4 レポ



ート用紙（40×30）2 枚以上（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

4 月 12 日 
 看護の概念・健康の定義・看護の誕⽣と歴史的変遷 

 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

4 月 19 日 
看護の対象と看護専門職者に求められる役割と機能 
 

「講義整理ノート」（90 分） 
次回のグループワークに向けて準備する
（270 分） 

4 月 26 日 主要な看護モデル・理論（グループワーク） 次回のグループワークに向けて準備する
（270 分） 

5 月 10 日 主要な看護モデル・理論（グループワーク） 
次回のグループワークに向けて準備する
（270 分） 

5 月 17 日 主要な看護モデル・理論（グループワーク） 
 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

7 月 12 日 
7 月 19 日 

主要な看護モデル・理論（グループ発表・まとめ）  

5 月 24 日 保健師助産師看護師法と看護専門職者教育の役割 
 

 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

5 月 31 日 援助的関係を構築するためのコミュニケーション 
「講義整理ノート」（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

6 月 7 日 
ライフサイクルと健康 
 

「講義整理ノート」（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

6 月 14 日 
看護活動展開の場と保健・医療・福祉制度 
 

「講義整理ノート」（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

6 月 21 日 看護の継続性と在宅看護 
「講義整理ノート」（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

6 月 28 日 看護における倫理と価値 
「講義整理ノート」（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

7 月 5 日 看護ケアのマネジメント 

「講義整理ノート」（90 分） 
次回のグループ発表に向けて準備する（360
分） 
 

7 月 26 日 まとめ・総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN105-
M01 

2.科目名 看護倫理Ⅰ （6 月 16 日〜7 月 28 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 森一恵、今福恵子、櫻井信人 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 1 年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 授業、演習、ディベートなど 

16.履修制限 

必修科目です。授業前に必ず事前課題を行って欠席しないように受講してください。 
看護倫理は看護者にとって判断の拠り所となるものである。医療や看護に関する報道に関心
を持ち、意識的に情報を収集しておくことや倫理に関連する図書を読み、感性を磨くことを
期待しています。また、自発的な学習態度を期待しています。 

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、看護師として活動する際、必要な倫理観を身につけることを目的とし
ます。 
【概要】具体的には、自分の⽣活や経験の中で看護師として求められる基本的な価値観や考
え方を講義と演習を通して患者にとってよりよいことは何か」を考えます。看護倫理の基礎
を学び、実際の看護場面において倫理の原則を考え行動できるための基礎的能力を身につ
け、看護の専門職者として、倫理の原則、看護ケアと倫理、日本人の文化・価値などを踏ま
えて看護と権利、パターナリズム、アドボカシー、インフォームド・コンセント、守秘義
務、内的規範 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）は、（1）自律性（2）社会的貢献性 
（3）多様性理解（5）コミュニケーションスキルです。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
1.倫理の意味について理解し、自分の言葉で説明できる。 
2.倫理の原則について説明できる。 
3.看護における倫理の重要性を説明できる。 

19.教科書・教材 系統看護学講座 別巻 看護倫理（第 2 版）：医学書院、2018 

20.参考文献 

１．2021 年版看護者の基本的責務―定義・概念／基本法／倫理：日本看護協会監修、日本
看護協会出版会 
２．適宜、資料を配付します。 
３．その他、関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
授業で提示される課題、レポート６回・・・・・60％ 
振り返りの課題レポート・・・・・・・・・・・20％ 
統括試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％ 
授業で提示された課題レポートは指定の日時までに指定された方法で提出する。 
振り返りのレポート課題は WebClass に掲示する。掲示ができたら学⽣には授業において通
知する。 
統括試験は第８回目の授業終了前に実施する。 
レポートの評価は、Web Class でルーブリックの評価表を提示するので確認をしてくださ
い。 
レポー 

22.コメント 下記のオフィスアワー以外でも、メールや WebClass に設置した質問箱で質問ができます。
質問にはできる限り即応するので、積極的に利用しましょう。 

23.オフィスアワー 森：毎週水曜日 2 限目：学修支援室、毎週水曜日 3 限目：研究室 



今福：毎週木曜日昼休み：メディアライブラリー、毎週水曜日昼休み：研究室 
櫻井：毎週水曜日 1 限目：メディアライブラリー、毎週水曜日昼休み：研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 
6 月 16 日
（木） 
2 限目 
4−101 
 

１. 看護倫理の概念について理解する（1） 
1）倫理とは何か 
2）倫理理論について理解する 
3）ナラティブについて理解する    ＜森＞ 

予習：教科書〜ｐ40（読んでくる） 
レポート課題：看護にとって大切なことは何
か 

【第 2 回】 
6 月 21 日
（⽕） 
5 限目 
4−101 

１. 看護倫理の概念について理解する（2） 
１）⽣命倫理と患者の人権について理解する 
２）倫理原則について理解する       ＜森＞ 

復習：教科書ｐ24〜ｐ40、ｐ103〜105 
予習：教科書ｐ96〜ｐ115 
レポート課題：看護実践で最も重要な看護の
倫理原則は何か 
 

【第 3 回】 
6 月 23 日
（木） 
2 限目 
4−101 

１. 看護倫理の概念について理解する（3） 
１）看護倫理の歴史について理解する 
２）看護実践上の倫理的概念について理解する 
３）アドボカシーとケアリング        ＜森
＞ 

復習：教科書ｐ95〜ｐ115 
予習：教科書ｐ120〜ｐ135、ｐ215〜ｐ226 
レポート課題：教科書ｐ115 の事例の医師と
看護師の価値観の違いについてまとめる  
 

【第 4 回】 
6 月 30 日
（木） 
2 限目 
4−101 

2．看護の倫理綱領とその背景について理解する 
１）専門職の倫理綱領について理解する 
２）看護業務基準と倫理実践について理解する 
３）保健師助産師看護師法と倫理について理解する  
＜森＞ 

復習：教科書ｐ120〜ｐ135、ｐ215〜ｐ226 
予習：教科書ｐ190〜ｐ196 
授業の中間アンケート   
 

【第 5 回】 
7 月 5 日
（⽕） 
5 限目 
4−101 

3．看護実践と看護倫理（1） 
 在宅看護学分野での事例をもとに基本的人権の擁
護、意思決定支援、守秘義務、倫理的課題を解決する
ための理論や倫理原則、思考方法を理解する。 
                       ＜
今福＞ 

復習：教科書ｐ106〜ｐ111 
予習：教科書ｐ34〜ｐ39、ｐ138〜140 
レポート課題：実習場面における守秘義務に
ついて 
 

【第 6 回】 
7 月 14 日
（木） 
2 限目 
4−101 

3．看護実践と看護倫理（2） 
 精神看護学分野での事例をもとに基本的人権の擁
護、インフォームド・コンセントと意思決定支援、治
療と行動制限、看護師が持つべき倫理観を理解する。 
                      ＜櫻
井＞ 

復習：授業資料の見直し 
予習：教科書ｐ190〜ｐ196 
レポート課題：授業を通しての学びや自身の
考え  
 

【第 7 回】 
7 月 21 日
（木） 
2 限目 
4−101 

3．看護実践と看護倫理（3） 
  成人看護学分野の事例をもとにインフォームド・
コンセントと意思決定支援を理解する。 
１）意思決定を支援することについて考える 
２）Jonsen の症例検討シートを用いて話し合う 
３）「よりよいこと」について考える      ＜
森＞ 

復習：教科書ｐ34〜ｐ39、ｐ138〜152 
予習：教科書ｐ60〜ｐ71 
レポート課題：患者にとって「よりよいこ
と」はどうしたら見つけられるか 

【第 8 回】 
7 月 28 日
（木） 
2 限目 
4−101 

3．看護実践と看護倫理（4） 
1）終末期・死について理解する 
2）事前指示書について考える   ＜森＞ 

復習：教科書ｐ60〜ｐ71 
授業の最終アンケート 
統括試験 
 



   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NFN201-
M01 

2.科目名 基礎看護技術Ⅲ（看護過程） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 蛭子真澄、⿊田葉子、楠本真⽣、福⻄さだ子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

健康上の問題や障害をもつ人々の⽣活上のニーズや諸問題を明らかにし、その解決に向け的
確な援助を提供するための系統的思考プロセスである看護過程の意義を理解し、具体的な展
開方法の習得を目指す。具体的には、紙上事例をとりあげ、看護実践上の科学的根拠として
用いられる代表的な看護理論を用いて、アセスメントから評価に至る一連の看護過程展開技
術を学習する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力に対応しています。 
①看護過程の概要とプロセスを理解し説明できる。 
②情報を整理し、基本的な意味付け／分析、問題の明確化という一連のプロセスを理解し説
明できる。 
③基本的な計画を⽴案することができる。 
④計画に基づき看護介入することができる。 
⑤看護介入の評価を行うことができる。 
 

19.教科書・教材 

系統看護学講座 基礎看護学〔2〕基礎看護技術Ⅰ 
藤崎郁 川村治子著 医学書院 
「看護の基本となるもの」 
ヴァージニア・ヘンダーソン著 湯槇ます・小玉⾹津子訳 日本看護協会出版会 
[看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践」 
秋葉公子他著 ヌヴェルヒロカワ 
「看護覚え書き」フローレンス・ナイチンゲール 現代社 
 

20.参考文献  

21.成績評価 
グループワーク、レポート課題、講義整理ノート：各 20% 合計 60％ 
筆記試験：40％ 

22.コメント 
看護過程展開においては、看護理論や看護観、身体構造や機能、疾病に関する知識などが必
要です 
。既習の学修を復習し、全時間予習して臨むこと。 

23.オフィスアワー センターオフィスアワー：水曜日 3 時間目（第 1 看護学実習室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4 月 13 日 導入・ガイダンス 

「私の人間観」A4 レポート用紙（40×30）
2 枚以上（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 



4 月 20 日 看護過程の概念・看護過程のステップ 
講義整理ノート（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

4 月 27 日 
情報の種類、情報収集の方法、理論的枠組み、情報の
解釈・分析 

講義整理ノート（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 
「看護の基本となるもの」を熟読する（180
分） 

5 月 11 日 
情報の種類、情報収集の方法、理論的枠組み、情報の
解釈・分析 

講義整理ノート（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

5 月 18 日 問題・ニーズの明確化 
講義整理ノート（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

5 月 25 日 問題・ニーズの明確化 
講義整理ノート（90 分） 
次回の予習としてテキスト該当部分を読み、
自分なりに理解を深める（90 分） 

6 月 1 日 計画⽴案 
講義整理ノート（90 分） 
事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

6 月 1 日 実施・評価 
講義整理ノート（90 分） 
事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

6 月 8 日 事例による看護過程展開 
事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

6 月 15 日 事例による看護過程展開 事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

6 月 22 日 事例による看護過程展開 
事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

6 月 29 日 事例による看護過程展開 
事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

7 月 6 日 事例による看護過程展開 
事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

7 月 13 日 事例による看護過程展開 事例展開に必要な事項の理解を深める（180
分） 

7 月 20 日 
7 月 27 日 

事例による看護過程展開 
まとめ・総括試験 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF201-
M01 

2.科目名 小児健康看護学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子、本田真也、横山利枝 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
小児看護の対象となる子どもと家族、それを取り巻く環境、子どもの成⻑発達と健康につい
て考えることを通じて、小児看護を実践していくための基本となる知識と技術を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
１.子どもの成⻑発達に関する理論や知識を理解し、子どもの成⻑発達の評価ができる。 
２.子どもの健康問題について理解することができる。 
３.子どもを取り巻く環境、子どもの健康を守る制度について理解することができる。 
４.子どもの成⻑発達を支え、健康増進のために看護ができることについて考えることができ
る。 
５.子どもには権利があることを知り、それを踏まえた看護について考えることができる。 

19.教科書・教材 
奈良間美穂他(2022), 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学① 小児看護学概論・小児
臨床看護総論、第 13 版 医学書院、東京 

20.参考文献 授業中に紹介する。 

21.成績評価 
中間試験 20% 
総括試験 50% 
課題提出物 30%(レポート課題：子どもの発育と健康課題等、詳細は 6 回目に提示する) 

22.コメント 
学習範囲は、Text 該当頁です。 
事前学習課題は、授業 1 週間前に Web Class で提示します。 

23.オフィスアワー 
中島 研究室 水曜日昼休み 
本田 研究室 ⽕曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 小児看護
の理念と対
象 & 子ども
を取り巻く
環境 

オリエンテーション  小児看護の理念と対象として
の子どもの捉え方、および小児保健医療・小児看護の
変遷を理解し、環境と子どもとの相互作用を理解す
る。(中島) 

 

2 子どもの
成⻑発達と
理論 

子どもの成⻑発達に関する理論と看護を行ううえで必
要な理論について理解する。(中島) 該当頁：Text 30-50, 52-66. 

3 新⽣児の
成⻑発達と
⽣活 

<子どもの成⻑発達と⽣活との関連を理解し、成⻑発
達の評価および⽣活行動の側面から子どもの⽣活をア
セスメントする方法を理解する> 
新⽣児期における子どもの成⻑発達および⽣活を⽣活
行動の側面から理解する。(中島) 

該当頁：Text 54-71. 



 
4 乳児の成
⻑発達と⽣
活 

乳児期における子どもの成⻑発達および⽣活を⽣活行
動の側面から理解する。(中島) 

該当頁：Text 71-90. 

5 幼児期の
成⻑発達と
⽣活 

幼児期における子どもの成⻑発達および⽣活を⽣活行
動の側面から理解する。(本田) 

該当頁：Text  92-108. 

6 学童・思
春期におけ
る成⻑発達
と⽣活 

学童・思春期における子どもの成⻑発達および⽣活を
⽣活行動の側面から理解する。(本田) 

該当頁：Text 109-144. 

7 中間試験 

中間試験の範囲は、2〜6 回です(30 分間)。 
残り 60 分間は授業：子どもにとっての家族とは (中
島) 
 

該当頁：Text 146-160 
レポート課題を呈示します。 

8 発達スク
リーニング 
& 健康診査 

<子どもの最良の健康状態を促進するための健康管理
のあり方や看護援助について施策等の観点も踏まえて
学ぶ> 
乳幼児の発達をスクリーニングする方法および健康診
査について学ぶ。(中島) 

該当頁：Text 46-51. 

9 小児看護
における倫
理と子ども
の権利 

子どもの権利について理解し、小児看護を行う上での
倫理について考える。(中島) 該当頁：Text: 19-25 

10 健康や
病気に対す
る子どもの
認識の発達 

子どもの健康や病気等の概念形成過程を理解する。ま
た、家族が子どもの健康や病気をどのように認識する
のかを理解する。(中島) 

該当頁：Text 146-160, 196-209. 

11 小児感
染症と予防
接種 

小児感染症と予防接種等について理解し、子どものセ
ルフケアや家族への育児支援についても学ぶ。(本田) 

該当頁：Text 162-183. 

12 子ども
の姿勢と移
動 

子どもの姿勢と移動について理解し、移動と安全につ
いても学ぶ。(中島) 

該当頁 Text: 73-76, 106-107. 
レポート課題提出日です。 

13 障害の
ある子ども
と家族 

発達障害等の捉え方につい理解し、子どもと家族への
社会的支援についても学ぶ。(中島) 

該当頁：Text 480-492. 

14 乳幼児
虐待と看護 

乳幼児虐待の定義や現状について理解し、予防と政策
等の観点を踏まえて学ぶ。(中島) 

該当頁：Text 494-511 

15 総括試
験 総括試験の範囲は、1-14 回です。 まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF203-
M01 

2.科目名 ⺟性健康看護学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 看護師国家試験受験科目 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義及び演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
本科目は、女性とその家族の支援者となるための基礎的知識を身に着け、将来、性と⽣殖に
かかわる健康課題を支援する専門職としてそれらの課題を解決する事が出来るための基礎的
知識を身に着ける事を目的としています。                                                                                                                             
 【概要】女性の⽣涯にわたる健康、ラ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は看護学科の DP (1)(3)(4)(5)に該当する科目です。 
 (1）自律性（3）多様性理解 （4）問題発見・解決力  （5）コミュニケーションスキル 
１．⺟性看護に必要な基礎理論（家族中心ケア、自己決定、愛着理論、⺟子相互作用）につ
いて説明できる。 
２．女性の健康とヒューマン・セクシャリティに関し、⽣涯発達の視点から基礎的な知識に
ついて説明できる。                                  
３．ウイメンズヘルス・⺟子保健・医療・福祉の動向について説明できる。 
４．女性のライフサイクルに沿った健康課題と支援についてリプロダクティブヘルスの観点
から考察し、自分なりの見解を表現できる。 
５．現代の⺟子とその家族がおかれている現状を知り、⺟子保健の課題を述べることができ
る。 

19.教科書・教材 

ナーシンググラフィカ ⺟性看護学①概論・リプロダクティブヘルスと看護、中込さと子・
小林康江・荒木奈緒 編（メディカ出版） 
※毎回の授業で使用するので初回授業までに購入して持参する事。 
国⺠衛⽣の動向（最新版） 
 

20.参考文献 授業中に紹介します 

21.成績評価 
授業内容に関連した小テスト 5 点×4 回 20%（目標２．３）、試験 40%（目標４） 
課題レポート 10 点×2 回 20％ 
グループワークによる課題学習のレポート 10%、グループ発表 10％（目標１．５） 

22.コメント 

"本科目の学習を通じて、⺟子保健・女性の健康に関して視野が広がるよう願っています。
TV,新聞,インターネットなどの関連報道に関心を持ち、自分なりの見解を持って授業に参加
することを期待します。 
授業の中で学⽣の主体的な取り組みを期待します。" 

23.オフィスアワー 遠藤：水曜日 2 限・昼休み Web 相談は随時 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 (4/14)遠
藤/有本 

女性の⽣涯発達と健康 
  ⽣殖における健康問題と看護  
    課題学習へのいざない 

本科目後半で取り組む課題学習領域から自身
が興味を持ったテーマを選択する。 
受講に先⽴ち、本科目の学習で深めたい内容
を考えてくる。 
持参物：教科書、シラバス 

2 (4/21)遠藤 ⺟性看護の基盤となる概念、 復習：今回授業のテキスト該当箇所（１章） 



  ⺟性看護の中心概念とそれを支える理論 
    Women's health, Women's centerd cre、Family 
centerd care 

予習：次回授業のテキスト該当箇所 

3 (4/28)遠藤 
リプロダクティブ・ヘルスに関する概念 
  Riproductive Health / Rights、Sexuality、
Sexual Health 

復習：今回授業のテキスト該当箇所（２章） 
事前課題レポート：出⽣の動向と課題、なぜ
少子化になるのか、その対策は。 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 

4(5/12)遠藤 

リプロダクティブ・ヘルスに関する動向 
  リプロダクティブ・ヘルスに関連する法・施策・
支援 その１ 
    ⺟子保健に関する法律、子育て支援に関する
制度・施策 
    周産期医療システム 

持参物：国⺠衛⽣の動向 
復習：今回授業のテキスト該当箇所（３章・
５章） 
小テスト① 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 

5 (5/19)遠藤 

リプロダクティブ・ヘルスに関する動向 
  リプロダクティブ・ヘルスに関連する法・施策・
支援 その２ 
    女性の就労・女性を護るための法律と施策 

持参物：国⺠衛⽣の動向 2021・2022 
復習：今回授業のテキスト該当箇所（３章・
５章） 
小テスト② 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 

6 (5/26) 木
曜日 3 時限 

⽣殖に関する仕組み 
  ⽣殖に関するメカニズム 
     ⽣殖器の構造と機能、性周期、受胎の仕組
み 

復習：今回授業のテキスト該当箇所（６章）
小テスト③ 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 

7 (6/2)遠藤 
女性の一⽣と健康 
  女性のライフサイクルと健康課題 その１ 
    マタニティサイクルと健康 

復習：次回授業のテキスト該当箇所（７章） 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 

8 (6/9)遠藤 
女性の一⽣と健康 
  女性のライフサイクルと健康 その２ 
    加齢とホルモンの変化 

復習：今回授業のテキスト該当箇所（９章）
小テスト④ 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 

9 (6/16)遠藤 妊孕性と不妊 
復習：今回授業のテキスト該当箇所（８章） 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 
 

10 (6/23)遠
藤 

リプロダクティブ・ヘルスに関する倫理 
   女性の人権と倫理 
※中間テスト・授業アンケート 

復習：今回授業のテキスト該当箇所（４章・
１０章） 
予習：次回授業のテキスト該当箇所 
事前学習：リプロダクティブ・ヘルスに関す
る倫理的課題について、テーマを選択して私
見をまとめ、レポートを提出する。 

11 (6/30)遠
藤/有本 

女性のライフサイクル各期における健康課題と
Health Promotion  
課題学習１（グループワーク） 

グループワーク：選択したテーマについてグ
ループ毎にディスカッションを行い、必要な
資料・文献を探索し、まとめる 
  
 

12 (7/7)遠藤
/有本 

女性のライフサイクル各期における健康課題と
Health Promotion  
課題学習２（グループワーク） 

グループワーク：選択したテーマについてグ
ループ毎にディスカッションを行い、必要な
資料・文献を探索し、まとめる 
  
 



13 (7/14) 遠
藤/有本 

女性のライフサイクル各期における健康課題と
Health Promotion  
課題学習３（グループワーク） 

グループワーク：選択したテーマについてグ
ループ毎にディスカッションを行い、必要な
資料・文献を探索し、まとめる 
  
 

14 (7/21)
遠藤/有本 

女性のライフサイクル各期における健康課題と
Health Promotion  
課題学習４ 発表会（前半） 
〇グループワークの成果をクラス全体に向けて発表を
行い、共有する 

提出物：取り組んだテーマについてのレポー
ト（サマリー）および発表原稿（Power 
Point 資料） 

15 (7/28)
遠藤/有本 

女性のライフサイクル各期における健康課題と
Health Promotion  
課題学習５ 発表会（後半） 
授業のまとめ 

提出物：取り組んだテーマについてのレポー
ト（サマリー）および発表原稿（Power 
Point 資料） 
※総括試験についてアナウンス 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M01 

2.科目名 小児看護学実習 （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子、横山利枝、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康⽣活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直しを命じます。 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を⽴てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を⽴てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M02 

2.科目名 小児看護学実習 （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中島登美子、横山利枝、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康⽣活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直しを命じます。 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を⽴てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を⽴てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M03 

2.科目名 小児看護学実習 （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康⽣活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直しを命じます。 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を⽴てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を⽴てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M04 

2.科目名 小児看護学実習 （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康⽣活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直しを命じます。 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を⽴てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を⽴てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M05 

2.科目名 小児看護学実習 （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康⽣活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直しを命じます。 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を⽴てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を⽴てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M06 

2.科目名 小児看護学実習 （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康⽣活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直しを命じます。 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を⽴てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を⽴てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF301-
M07 

2.科目名 小児看護学実習 （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 横山利枝、中島登美子、本田真也 

5.授業科目の区分 

専門科目 
小児看護分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部 看護学科 9.履修学年 3 年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
小児健康看護学概論 
小児看護援助論 
基礎看護学実習Ⅱ 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 発達過程にある子どもと家族の健康⽣活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響
を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
DP6 専門的知識・技能の活用 
1. 子どもの成⻑発達の特徴を理解し、関わることができる。 
2. 受け持った子どもを総合的に理解し、個別性のある看護が展開できる。 
3. 子どもと家族の健康を支えるための医療・福祉等の機能とそれらの連携について理解
し、その中での看護の役割を考えることができる。 
4. 看護専門職者としてふさわしい態度が修得できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献  

21.成績評価 

実習目標の達成度、出席状況、実習への取り組みから総合的に評価する。 
実習目標の達成度の評価は、実習場面、実習記録によって行う。 
保育園（所）実習、病院実習をあわせて小児看護学実習としてまとめて評価する。 
★実習レポートは 2 週間の実習を通じて、実習中にもった関心や問題意識、特に学びを深め
たこと等からテーマを設定して作成する（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する）。 
★実習記録・実習レポートの提出期限は、原則として実習終了翌週の月曜日 17 時までとす
るが、状況に応じて各グループ個別に指示することもある。 

22.コメント 

事前学習を十分に行い、自分なりの目標をもって実習に臨むようにして下さい。 
事前学習については、2021 年度 小児看護援助論の授業中に提示し、小児看護学実習の実習
要項にも記載しています。学習内容はノートにまとめ、実習開始前の決められた期日までに
提出すること（提出期日・場所は別途、指示します）。 
なお、実習施設によっては追加での学習が必要とな内容があるため、その内容については別
途、説明します。 
＊教科書や文献のコピーを貼っただけのものについては事前学習として認めません。内容が
不十分なものについてはやり直しを命じます。 

23.オフィスアワー 

中島 未定（決まり次第掲載します） 
本田 未定（決まり次第掲載します） 
横山 未定（決まり次第掲載します） 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習開始前 小児看護学実習オリエンテーション ◆実習要綱 



小児看護学実習に関する説明を行う。オリエンテーシ
ョンの日時・場所については、事前に掲示にて連絡す
る。 
必ず掲示板を確認し、忘れずに出席すること。 

◆小児看護学実習実習要項 
を忘れずに持参すること 

1 週間 

【保育園（所）実習】 
実習 1 日目、午前中に保育園（所）への事前訪問を
行い、午後より学内で健康教育のリハーサルを行う。 
実習 2〜3 日目は、三木市内の保育所・認定こども園
にて実習を行う。3 日間の実習のうち、2・3 日目に
子どもへの健康教育を行う。 
実習 5 日目は、学内にて子どもの成⻑発達や対応に
ついてカンファレンスを実施し、保育園（所）実習の
まとめを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★保育園（所）実習開始 2 週間前に検便検
査を提出する（詳細は小児看護学実習オリエ
ンテーションで説明する。検便検査キットは
小児看護学実習オリエンテーションで配布す
る）。 
★毎日、実習目標を⽴てたうえで実習に臨
み、実習終了後は実習記録を記載すること。 
 

1 週間 

【病院実習】 
入院している 1 名の子どもを受け持ち、看護過程を
展開し、看護援助を行う。実習期間中にはカンファレ
ンスを行う。 
（詳細は小児看護学実習実習要項を参照する） 

★毎日、実習目標と行動計画を⽴てて実習に
臨み、実習終了後には実習記録を記載するこ
と。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M01 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （1/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新⽣児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新⽣児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 病棟実習 実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、



(１)1-2 名の学⽣が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、
指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新⽣児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

学びを深めたことについて具体的なテーマを
設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M02 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （2/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新⽣児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新⽣児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 病棟実習 実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、



(１)1-2 名の学⽣が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、
指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新⽣児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

学びを深めたことについて具体的なテーマを
設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M03 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （3/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新⽣児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新⽣児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 病棟実習 実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、



(１)1-2 名の学⽣が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、
指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新⽣児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

学びを深めたことについて具体的なテーマを
設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M04 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （4/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新⽣児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新⽣児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 病棟実習 実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、



(１)1-2 名の学⽣が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、
指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新⽣児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

学びを深めたことについて具体的なテーマを
設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M05 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （5/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新⽣児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新⽣児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 病棟実習 実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、



(１)1-2 名の学⽣が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、
指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新⽣児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

学びを深めたことについて具体的なテーマを
設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M06 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （6/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新⽣児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新⽣児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 病棟実習 実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、



(１)1-2 名の学⽣が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、
指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新⽣児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

学びを深めたことについて具体的なテーマを
設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF302-
M07 

2.科目名 ⺟性看護学実習 （7/7） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤俊子、有本梨花 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ３年 

10.取得資格の要件 看護師国家試験受験資格 11.先修条件 
基礎看護学実習Ⅱ 
⺟性健康看護学概論 
⺟性看護援助論 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
周産期にある⺟と子およびその家族の特性を理解し、 
よりウェルネスな健康状態の維持・増進のために必要な看護の知識・技術・態度を習得し、
⺟性看護を実践できる基礎的能力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）妊産褥婦と新⽣児の身体的・心理的特徴が述べられる。 
２）妊産褥婦と新⽣児に対する、健康の維持・増進のための看護を計画できる。 
３）⺟子の愛着形成の促進および家族機能の構築のための援助について説明できる。 
４）将来の看護専門職者としての態度を習得する。 
［DP との関連］ 
 保健医療学部看護学科の DP である（1）自律的で主体的な態度（自律性）（2）社会に能
動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力
（多様性理解）（4）問題発見・解決力（5）コミュニケーションスキル（6）専門的知識・技
能の活用力、に関連する科目である。 

19.教科書・教材 
⺟性健康看護学概論および⺟性看護援助論で使用した教科書 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

⺟性看護学実習評価表・実習記録・⺟性看護学実習レポート・実習態度・出席状況と内容に
より総合的に評価する。（⺟性看護学実習ルーブリック評価表を使用） 
実習状況 70％・実習態度 10％・課題レポート 10％・事前準備学習内容 10％ 
 

22.コメント 
⺟性看護学実習は対象者の特性から、展開がとても早いことと、⺟子両方の視点での看護が
必要です。 
主体的に事前学習をしっかり行い、効果的な学びができるようにしましょう。 

23.オフィスアワー 
有本 月曜日 昼休み 
遠藤 水曜日 2 限 
実習期間中には、必要に応じて適宜、質問や相談を受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
実習前オリ
エンテーシ
ョン  
 

［実習オリエンテーション］ 
実習と事前学習に関する説明を行います。 
日時、場所等は別途連絡します。 
必ず確認して、出席すること。 

実習要綱、⺟性看護学実習要項は、この時に
配布します。 

1 週目 

学内実習：月曜日〜金曜日 9：00〜16：30 
  臨地実習直前オリエンテーション 
  模擬事例（⺟子）展開・模擬実習・技術演習など 
 

 

2 週目 病棟実習 実習終了時には、⺟性看護学実習を通して、



(１)1-2 名の学⽣が⺟子 1 組の妊産褥婦を受け持ち、
指導のもとで実習する。 
(２)受け持ちは、主として、経膣分娩または帝王切開
術の褥婦と新⽣児を 1 組受け持つ。 
(３)受け持ちは、臨地指導者と教員で協議の上、選定
し、妊産褥婦の承諾を得て決定する。 
(４)産婦の承諾が得られた場合、分娩第１期から第４
期までの産婦の看護を見学または実施する。 
(５)外来（妊婦・産後 2 週間・産後 1 か月健康診査）
実習や集団指導の見学や分娩・帝王切開の見学をする
場合もある。 
原則として毎日カンファレンスを行う。 
 

学びを深めたことについて具体的なテーマを
設定し、気づきや考えたことなど、自己の課
題をレポートにして提出する。 
実習記録、レポートは実習最終日１７時に提
出するが状況に応じて個別に指示することも
ある。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF401-
M01 

2.科目名 助産診断技術学Ⅱ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤益子、小河原みゆき、中島通子、野村和久 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 助産師国家試験受験科目 11.先修条件 助産師選択分野選抜者 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限 助産学分野に選抜された者 

17.授業の目的と概要 

 分娩期にある女性の⽣理的変化とその逸脱状態を診断するために必要な知識及び診断技法
を理解し、分娩各期に必要な助産ケア技術および各種の分娩介助法とその技術を習得する。
また、周産期の女性の心理的変化について学び、女性に寄り添う助産実践について探求する
能力を養う。 
 周産期の女性と胎児の異常について学び、異常時の救急処置について理解し、異常の予防
に向けた助産ケアの実践やハイリスク妊産婦への対応について考える力を養う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①分娩期における女性と胎児の⽣理的な変化と⽣理的状態からの逸脱について理解する。 
②産婦の経過診断、健康⽣活診断を通して正常からの逸脱状態について診断することができ
る。 
③科学的根拠に基づいた分娩介助法と助産ケアについて実践することができる。 
④産婦の精神心理的状態に寄り添う助産実践ができる。 
⑤褥婦および新⽣児の健康状態の維持及び向上に向けた援助方法を理解する。 
⑤育児に必要な技術の習得、親子関係・家族関係形成に向けた援助方法を理解する。 
⑥女性にとって妊娠・出産の持つ意味を考え、周産期における助産師の役割について考察す
る。 
 

19.教科書・教材 

１．助産師教育テキスト第 5 巻 分娩期の診断とケア、町浦美智子、日本看護協会出版会 
２．助産師教育テキスト第 7 巻 ハイリスク妊産褥婦・新⽣児のケア、遠藤俊子、日本看護
協会出版会 
3. 助産学講座 7 助産診断・技術学Ⅱ 分娩期・産褥期 我部山キヨ子 医学書院 
４．ＣＴＧテキスト，中井章人．メジカルビュー社 
５．マタニティ診断ガイドブック 第５版、日本助産診断・実践研究会 

20.参考文献 

１．プリンシブル産婦人科学 2、坂元正一他、メディカルビュー社 
２．病気が見える 産科 医療情報科学研究所 メディックメディア 
３．産婦人科診療ガイドライン 産科編 2017，日本産科婦人科学会 
4．助産業務ガイドライン 2019 日本助産師会 
5．NCＰＲ新⽣児蘇⽣法テキスト，日本周産期・新⽣児医学会，メジカルビュー社 

21.成績評価 
１．筆記試験 
２．実技試験 

22.コメント 
実習前の大切な科目です。 
確実に知識と技術を身につけましょう。 

23.オフィスアワー 担当教員に確認してください 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

  教室外学習（予習、復習）、教室外グループ
学修、提出物、持参物など 

1-2 回  ゚
4/21 3-4

オリエンテーション 
助産診断技術学の進め方 

別紙の課題に基づいてレポートを提出する。 



限 分娩期における助産師の役割と責任（小テスト実施） 
分娩の⽣理と管理（１）分娩の定義、分娩の種類・時
期 

第 3 回〜５
回 
4/28 1-3 限 

分娩の⽣理と管理（2） 
 分娩の 3 要素 骨産道 軟産道 胎児と付属物 
分娩が⺟体と胎児に及ぼす影響について 
 

別紙課題に基づいてまとめレポートを提出す
る。 

第６回〜７
回 
5/12 3-4 限 

軟産道 
胎児とその付属物 
 

 

第８回〜10
回 
5/13 2-4 限 

分娩期の診断 
分娩開始の診断 分娩機転 

 

第 11 回〜13
回 
5/15 2-4 限 

分娩期の助産診断（分娩開始、娩出力の診断、骨産道
の診断、軟産道の診断） 内診技術を含む 

復習および授業資料・ノートの整理 

第 14 回〜19
回 
5/18 2-4 限 
5/19 2-4 限 

分娩期の助産診断実践過程（事例の展開） 
診断類型と診断指標 
分娩期の経過診断 
 中間試験 

分娩期の診断、助産計画の⽴案 

第 20〜29 回 
5/20  2-4
限 
5/21 1-4 限 
5/22 2-4 限 

分娩第１期後半から分娩 2 期の助産診断実践過程 
グルーブワークおよび発表 
胎児心拍陣痛図の判読 分娩監視装置の取り扱い 

助産計画の修正 

第 30 回-38
回 
5/25,26,/27 
2-4 限 

分娩介助の方法と技術 
各種分娩介助の技術の実際 
 分娩キット展開 
 仰臥位分娩介助の方法 (清潔 野作成から胎盤娩出
まで) 
   演習含む 
 側臥位分娩 など他の方法について 

 

第 39 回〜40
回 
5/28 3-4 限 

分娩各期の助産ケア 
 呼吸法、バランスボールなど 助産計画の修正および復習 

第 41 回〜43
回 
6/1  2-4 限 

分娩介助技術試験 実習衣 着用 

第 44 回〜48
回 
6/3 2-4 
6/8 3-4 

ハイリスク状況にある妊産婦の治療とケア 
医師(非常勤講師）による授業                
資料・ノートの整理しておくこと 

第 49 回〜56
回 
6/9  3-4 限 
6/11 3-4 限 
6/15 2-4 限 

アクティブバース 
CTG の判読 
新⽣児の取り扱い新⽣児蘇⽣法 
麻酔分娩と助産ケア 
産褥期および新⽣児の診断技術過程・保健指導など 

復習および講義資料 



6/22 3 限 
第 58 回 
6/24 3-4 限 
 

周産期のメンタルヘルス、べりネイタルロス先天異常
児への対応など 
 課題整理と実習ノートの作成 

 

59-60 回 
7/2 3-4 限 

最終試験 
振り返り                                         
実習までの自己演習計画の作成 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NHF402-
M01 

2.科目名 助産学実習 3.単位数 7 

4.授業担当教員 齋藤益子、小河原みゆき、中島通子 

5.授業科目の区分 
専門科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ４年 

10.取得資格の要件 助産師国家試験受験科目 11.先修条件 助産診断技術学Ⅱを履修し、単位を修得し
ていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 助産学選択分野選択者 

17.授業の目的と概要 助産師として対象者を総合的に理解し、正常分娩（ローリスク）を中心とした助産を実践す
るために必要な基礎的知識・技術・態度を修得することをねらいとする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1)助産診断及び助産技術を基盤として、妊婦・産婦・褥婦・新⽣児及びその家族の健康⽣活
を援助する助産師としての基礎的実践能力を修得する。 
2)正常分娩介助に必要な助産診断及び助産技術を修得する。 
3）⺟子とその家族の健康⽣活を援助するために、対象者の主体性や人格を尊重し、権利を
擁護する専門職としての倫理観を養う。 
4)保健医療福祉チームの役割と機能を理解し、多職種との連携を理解する。 
5)産科施設における助産業務管理の実際を理解する。 

19.教科書・教材 

・助産診断技術学Ⅰ・Ⅱで使用したテキスト・資料 
・プリンシブル産婦人科学産科編 
・ベットサイドの新⽣児の診かた 
・産婦人科診療ガイドライン産科編 2017 
・助産業務ガイドライン 

20.参考文献  
21.成績評価 助産学実習評価基準に沿って評価する 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回から
158 回 

・妊産褥婦・新⽣児及び家族に関する助産診断実践過
程の展開 
・正常経過にある産婦の分娩介助 
・助産管理 
 詳細は助産額実習要綱を参照のこと 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

NUT101-
M01 

2.科目名 食と健康 （栄養学） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橋本堂史 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 教務課の指示に従うこと。 

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、食の成分がヒトの健康や疾病と密接に関わっていることが理解できる
ようになることを目的とします。 
【概要】具体的には、食品の一次機能、二次機能、三次機能の基本的概念を学びます。さら
に、それぞれの機能に関わる食品の成分について学ぶと共に疾病について学ぶことで、疾病
予防を促す食⽣活を自ら考え、実施きるようになります。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）専門的知識・技能の
活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 食の基本的な機能性の概念を説明できるようになる。 
② 三大栄養素および五大栄養素の重要性を説明できるようになる。 
③ おいしさの重要性が説明できるようになる。 
④ 食の成分が関与する疾病について説明できるようになる。 
⑤ 健康のために必要な食⽣活を実施できるようになる。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 

20.参考文献 
・『食と健康』中谷延二他 
・『食品健康学』中谷延二他 
・『食品機能性の科学』産業技術サービスセンター 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・総括試験（第 15 回の講義時に実施）・・・20％［学習目標①〜⑤に対応］ 
・中間試験（第 8 回の講義時に実施）・・・20％［学習目標①〜③に対応］ 
・プレゼンテーション・・・10％［学習目標④⑤に対応］ 
・小テスト（第 8 回と第 15 回の講義を除き、毎回実施）・・・50％［学習目標①〜⑤に対
応］ 
注意１）評価方法はあくまでも目安であり、講義の進捗状況などにより若干の変更を行うこ
ともあります。 
注意２）中間試験は WebClass で行います。必ず受験時に充電されたパソコンを持参 

22.コメント 
公欠・欠席・遅刻・早退などは大学の規則に従いますので、個別に特別な理由がある場合に
は教務課に相談ください。 

23.オフィスアワー 
キャンパス内での質問は講義時間の前後に教室で受け付けます。 
また、メールでの質問などは随時受け付けます。ただし、takashi@kobe-u.ac.jp 宛のメール
のみ受け付けます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（シラバスについて） 
・講義「食品の機能性について」・・・食品機能の概
念を学ぶ。 
・小テスト「食品の機能性について」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 2 回】 ・講義「糖質の科学」・・・三大栄養素のひとつ「糖 ・WebClass で配布する資料をプリントして



質（炭水化物）」について学ぶ。 
・小テスト「糖質の科学」 

持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 3 回】 
・講義「脂質の科学」・・・三大栄養素のひとつ「脂
質」について学ぶ。 
・小テスト「脂質の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 4 回】 
・講義「タンパク質の科学」・・・三大栄養素のひと
つ「タンパク質」について学ぶ。 
・小テスト「タンパク質の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 5 回】 
・講義「微量栄養素の科学」・・・微量栄養素である
「ビタミン」と「ミネラル」について学ぶ。 
・小テスト「微量栄養素の科学」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 6 回】 
・講義「食品の味・⾹・⾊①」・・・味や味覚を中心
に食品の二次機能について学ぶ。 
・小テスト「食品の味・⾹・⾊①」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 7 回】 
・講義「食品の味・⾹・⾊②」・・・⾹や⾊を中心に
食品の二次機能について学ぶ。 
・小テスト「食品の味・⾹・⾊②」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 

【第 8 回】 

・中間試験・・・第 1 回から第 7 回までの講義内容
についての試験を行う。 
・中間試験の解説・・・試験の模範解答について解説
する。 

パソコンを持参すること。 

【第 9 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「酸化ストレス」・・・⽣体内酸化ストレスと
それに関連した疾病について学ぶ。 
・小テスト「酸化ストレス」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守）） 

【第 10 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「肥満と食⽣活」・・・肥満に関する基礎知識
を学ぶと共にそれを予防する食⽣活について考える。 
・小テスト「肥満と食⽣活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 11 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「糖尿病と食⽣活」・・・糖尿病に関する基礎
知識を学ぶと共にそれを予防する食⽣活について考え
る。 
・小テスト「糖尿病と食⽣活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 12 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「動脈硬化症と食⽣活」・・・動脈硬化症に関
する基礎知識を学ぶと共にそれを予防する食⽣活につ
いて考える。 
・小テスト「動脈硬化症と食⽣活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 13 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「がんと食⽣活」・・・がんに関する基礎知識
を学ぶと共にそれを予防する食⽣活について考える。 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 



・小テスト「がんと食⽣活」 

【第 14 回】 

・グループプレゼンテーション・・・課題となった食
品の機能性について発表する。 
・講義「アレルギーと食⽣活」・・・アレルギーに関
する基礎知識を学ぶと共にそれを関わる食⽣活につい
て考える。 
・小テスト「アレルギーと食⽣活」 

・WebClass で配布する資料をプリントして
持参する、またはパソコンを持参すること。 
・グループプレゼンテーション資料（講義内
で告知された締切厳守） 

【第 15 回】 

・総括試験・・・第 1 回から第 14 回までの講義内容
についての試験を行う。 
・総括試験の解説・・・試験の模範解答について解説
する。  
・まとめ 

パソコンを持参すること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED103-
A01 

2.科目名 国語Ⅰ (1/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 
展開 国語教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育学部 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 保育士 幼稚園一
種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 基礎的な国語力を高めることをめざす。 
［概要］  
 新聞と読書を中心に「言葉を育てる」ことを学ぶ。 
 教育現場において行われる「聞く・話す、読む、書く」という言語活動について、文献や
事例をもとに学ぶ.。 
 読書タイムや書取テスト、スピーチの実践を通して、国語の知識と技能について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の(5)コミュニケーションスキルと(6)専門的知識・技能の活用力に関連してい
ます。 
「聞く・話す、読む、書く」の技能を高めることで基礎的国語力形成をめざす。 
・漢字力は読解力につながること 
・読書力は語彙力につながること 
・スピーチと新聞はコミュニケーションという点で共通すること 
を実感し総合して「国語力」を改めて身につけます。 
 

19.教科書・教材 授業時に適宜プリント等を配布する。 

20.参考文献 
メディアライブラリー内にある大村はまの本 
学⽣選書コーナーの本 

21.成績評価 

授業記録（毎回の 100 字コメント、書取テスト含む）30％ 
レポート（提出物）30％（10％×3） 
 「投書」原稿（第 6 回提出） 
 「動詞人間学新聞」（第 10 回提出） 
 「はがき新聞」（第 13 回提出） 
 総合レポート（第 14 回提出）40％ 

22.コメント 
「書くことを核にする」ことが何よりも大切である。書くことに慣れることから始めましょ
う。そしてカバンの中には、いつも 1 冊本があることを「あたりまえ」にしてください。 

23.オフィスアワー 月曜 4 限（研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/11 

【第 1 回】オリエンテーション 
 漢字（四字熟語）100 問に挑戦 
 読書⽣活スタート（メディアライブラリーで本を 1
冊借りよう） 
 漢検準 2 級レベル漢字書取プリント確認 

〇漢字書取 1 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 

第 2 回 【第 2 回】書くことのアイデア実践 1        〇漢字書取 2 練習（60 分） 



4/18 書取 1 実施 
 ブレーンストーミングを用いた言葉集め       
 

〇読書（100 分） 

第 3 回 
4/25 

【第 3 回】書くことのアイデア実践 2            
書取２実施 
 イメージマップによる文章構成作り 
 ※今回から第 13 回まで、毎回スピーチ発表あり。  
スピーチ 1 回目 
（順番、テーマについては第 2 回に予告） 
 

〇漢字書取 3 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 

第 4 回 5/2 

【第 4 回】書くことのアイデア実践 3        
書取３実施 
 ダラダラ書きによる書き出し・結び探し     
スピーチ 2 回目 

〇読書（60 分） 
〇原稿下書き（1２0 分） 
〇漢字書取４練習（60 分） 

第 5 回 5/9 

【第 5 回】書くことのアイデア実践 4        
書取４実施 
 音読による下書き推敲から清書原稿提出へ。   
スピーチ 3 回目 

〇読書（60 分） 
〇原稿清書（120 分） 
〇漢字書取５練習（60 分） 

第 6 回 
5/16 

【第 6 回】動詞人間学新聞作り 1           
書取５実施 
 特定の動詞が読み取れる新聞記事探し       
スピーチ 4 回目 

〇漢字書取 6 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 
〇新聞記事探し（80 分） 
★投書原稿提出 

第 7 回   
5/23 

【第 7 回】動詞人間学新聞作り 2           
書取６実施 
 選んだ「動詞」に関連する新聞記事集め      
スピーチ 5 回目 

〇漢字書取 7 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 
〇新聞記事探し（80 分） 

第 8 回 
5/30 

【第 8 回】動詞人間学新聞作り 3          
書取７実施 
 「動詞人間学新聞」紙面下書き作成       
スピーチ 6 回目 

〇漢字書取 8 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 
〇新聞記事探し（80 分） 

第 9 回 6/6 

【第 9 回】動詞人間学新聞作り 4           
書取８実施 
 「動詞人間学新聞」仕上げ            
スピーチ 7 回目 

〇読書（100 分） 
〇動詞人間学新聞作成（140 分） 

第 10 回 
6/13 

【第 10 回】レファレンスサービスに挑戦 
 メディアライブラリー（図書館）を使い倒しましょ
う。 

〇漢字書取 9 練習（60 分） 
〇読書（120 分） 
★動詞人間学新聞提出 

第 11 回 
6/20 

【第 11 回】読書シークレットブック 1        
書取９実施      
 お気に入りの本 1 冊の選定とはがき新聞作り    
スピーチ 8 回目 

〇漢字書取 10 練習（60 分） 
〇シークレットブック準備（100 分） 
〇読書（80 分） 

第 12 回 
6/27 

【第 12 回】読書シークレットブック 2        
書取 10 実施 
 グループ内でのシークレットブック紹介      
スピーチ 9 回目 
 

〇はがき新聞仕上げ（240 分） 

第 13 回 【第 13 回】シークレットブックラリー      〇読書（120 分） 



7/4 スピーチ 10 回目 
 グループ代表者によるシークレットブック書評合
戦。 

〇総合レポートに向けてのふり返り（120
分） 
★推薦本はがき新聞提出 

第 14 回 
7/11 

【第 14 回】総合レポート作成        スピ
ーチ 11 回目 
 「読書と新聞による国語力の習得について」の論述
と漢字・視写の基礎的課題を授業内に仕上げて提出す
る。 

〇読書＋読書日記仕上げ（240 分） 
★総合レポート提出 

第 15 回 
7/25 

【第 15 回】総合レポートふり返り        
スピーチ 12 回目 
 「国語力」についての意見交流 
 漢字（四字熟語）100 問ふり返り 

〇総合レポートふり返り（80 分） 
〇漢字（四字熟語）100 問復習（80 分） 
〇読書⽣活ふり返り（80 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED103-
A02 

2.科目名 国語Ⅰ (2/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 
展開 国語教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育学部 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 保育士 幼稚園一
種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 基礎的な国語力を高めることをめざす。 
［概要］  
 新聞と読書を中心に「言葉を育てる」ことを学ぶ。 
 教育現場において行われる「聞く・話す、読む、書く」という言語活動について、文献や
事例をもとに学ぶ.。 
 読書タイムや書取テスト、スピーチの実践を通して、国語の知識と技能について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は DP の(5)コミュニケーションスキルと(6)専門的知識・技能の活用力に関連してい
ます。 
「聞く・話す、読む、書く」の技能を高めることで基礎的国語力形成をめざす。 
・漢字力は読解力につながること 
・読書力は語彙力につながること 
・スピーチと新聞はコミュニケーションという点で共通すること 
を実感し総合して「国語力」を改めて身につけます。 
 

19.教科書・教材 授業時に適宜プリント等を配布する。 

20.参考文献 
メディアライブラリー内にある大村はまの本 
学⽣選書コーナーの本 

21.成績評価 

授業記録（毎回の 100 字コメント、書取テスト含む）30％ 
レポート（提出物）30％（10％×3） 
 「投書」原稿（第 6 回提出） 
 「動詞人間学新聞」（第 10 回提出） 
 「はがき新聞」（第 13 回提出） 
 総合レポート（第 14 回提出）40％ 

22.コメント 
「書くことを核にする」ことが何よりも大切である。書くことに慣れることから始めましょ
う。そしてカバンの中には、いつも 1 冊本があることを「あたりまえ」にしてください。 

23.オフィスアワー 月曜 4 限（研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/11 

【第 1 回】オリエンテーション 
 漢字（四字熟語）100 問に挑戦 
 読書⽣活スタート（メディアライブラリーで本を 1
冊借りよう） 
 漢検準 2 級レベル漢字書取プリント確認 

〇漢字書取 1 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 

第 2 回 【第 2 回】書くことのアイデア実践 1        〇漢字書取 2 練習（60 分） 



4/18 書取 1 実施 
 ブレーンストーミングを用いた言葉集め       
 

〇読書（100 分） 

第 3 回 
4/25 

【第 3 回】書くことのアイデア実践 2            
書取２実施 
 イメージマップによる文章構成作り 
 ※今回から第 13 回まで、毎回スピーチ発表あり。  
スピーチ 1 回目 
（順番、テーマについては第 2 回に予告） 
 

〇漢字書取 3 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 

第 4 回 5/2 

【第 4 回】書くことのアイデア実践 3        
書取３実施 
 ダラダラ書きによる書き出し・結び探し     
スピーチ 2 回目 

〇読書（60 分） 
〇原稿下書き（1２0 分） 
〇漢字書取４練習（60 分） 

第 5 回 5/9 

【第 5 回】書くことのアイデア実践 4        
書取４実施 
 音読による下書き推敲から清書原稿提出へ。   
スピーチ 3 回目 

〇読書（60 分） 
〇原稿清書（120 分） 
〇漢字書取５練習（60 分） 

第 6 回 
5/16 

【第 6 回】動詞人間学新聞作り 1           
書取５実施 
 特定の動詞が読み取れる新聞記事探し       
スピーチ 4 回目 

〇漢字書取 6 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 
〇新聞記事探し（80 分） 
★投書原稿提出 

第 7 回   
5/23 

【第 7 回】動詞人間学新聞作り 2           
書取６実施 
 選んだ「動詞」に関連する新聞記事集め      
スピーチ 5 回目 

〇漢字書取 7 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 
〇新聞記事探し（80 分） 

第 8 回 
5/30 

【第 8 回】動詞人間学新聞作り 3          
書取７実施 
 「動詞人間学新聞」紙面下書き作成       
スピーチ 6 回目 

〇漢字書取 8 練習（60 分） 
〇読書（100 分） 
〇新聞記事探し（80 分） 

第 9 回 6/6 

【第 9 回】動詞人間学新聞作り 4           
書取８実施 
 「動詞人間学新聞」仕上げ            
スピーチ 7 回目 

〇読書（100 分） 
〇動詞人間学新聞作成（140 分） 

第 10 回 
6/13 

【第 10 回】レファレンスサービスに挑戦 
 メディアライブラリー（図書館）を使い倒しましょ
う。 

〇漢字書取 9 練習（60 分） 
〇読書（120 分） 
★動詞人間学新聞提出 

第 11 回 
6/20 

【第 11 回】読書シークレットブック 1        
書取９実施      
 お気に入りの本 1 冊の選定とはがき新聞作り    
スピーチ 8 回目 

〇漢字書取 10 練習（60 分） 
〇シークレットブック準備（100 分） 
〇読書（80 分） 

第 12 回 
6/27 

【第 12 回】読書シークレットブック 2        
書取 10 実施 
 グループ内でのシークレットブック紹介      
スピーチ 9 回目 
 

〇はがき新聞仕上げ（240 分） 

第 13 回 【第 13 回】シークレットブックラリー      〇読書（120 分） 



7/4 スピーチ 10 回目 
 グループ代表者によるシークレットブック書評合
戦。 

〇総合レポートに向けてのふり返り（120
分） 
★推薦本はがき新聞提出 

第 14 回 
7/11 

【第 14 回】総合レポート作成        スピ
ーチ 11 回目 
 「読書と新聞による国語力の習得について」の論述
と漢字・視写の基礎的課題を授業内に仕上げて提出す
る。 

〇読書＋読書日記仕上げ（240 分） 
★総合レポート提出 

第 15 回 
7/25 

【第 15 回】総合レポートふり返り        
スピーチ 12 回目 
 「国語力」についての意見交流 
 漢字（四字熟語）100 問ふり返り 

〇総合レポートふり返り（80 分） 
〇漢字（四字熟語）100 問復習（80 分） 
〇読書⽣活ふり返り（80 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED204-
A01 

2.科目名 教育相談 (教育専修コース) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 多田智栄子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教職福祉学科／教職 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校（福祉） 
小学校一種中学（英語） 
中学（社会） 
認定心理士 保育士 幼稚
園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・教師や保育士が行う教育相談について学修します。 
・教育や保育の中で教師や保育士が行う教育相談は、各教科と同じように重要とされていま
す。 その重要さは社会全体が求めるところと合致します。したがって、学校や保育と言う
教育現場の実践の中で「重要」とされなければなりません。それゆえに、全体のカリキュラ
ムに位置しており、つまり「ミニクリニック」ではなくて教育そのものと考えていきます。 
・教育実践の中で、どのような考えで具体的にどのような形で進められているのでしょう
か。また、社会の中で期待されているのでしょうか。実 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・教育相談の授業での学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①「教育相談」とは何かを自分の理解の中で説明できるようにします。 
…現場で「役に⽴つ教育相談」について具体的な例を示して説明できるようにします。 
?教育相談の理論的背景を理解することが出来るようにします。 
…実践の学、である教育相談の土台となる理論を学びます。また、個々人の適応の問題とし
ての実に注目するのではなく、学校全体の中で、システム的な対応を考えることも大事であ
り、かつ、必要だということを理解することが出来るようにします。 
③教室で援助できる幼児、児童、⽣徒をイメージできるようにします。 
…個々の幼児、児童、⽣徒の 1 対 1 の対応の教育相談も大事ですが、更に、学校⽣活のあら
ゆる場面（各教科指導も含めて）から⽣じる課題を考えていくことも重要です。問題の発端
となることへの予防・開発的な理解が出来るようにすることを最も重要にしています。すべ
ての幼児、児童、⽣徒などの課題として考えます。 

19.教科書・教材 
大野精一【編著】 ⻑谷川比呂美 橋本千鶴［著］ （2017） 
教師・保育者のための教育相談 萌文書林 
 

20.参考文献 
適宜紹介します。 
資料も配布もします。 

21.成績評価 

以下の内容で評価を行います。 
①中間テスト・・・20 点（学習①に対応します） 
 2 週間前にお知らせします。 
?課題レポート・・・３×10 点（授業の中で行います） 
          レポート１ ? SDGｓを保育や学校教育の中で具体的に⽣かす指導
案の作成 
          レポート２ ? 危機管理について、震災を意識した具体的な指導案
の作成 



          レポート３ ? 「理想的な教育相談」のポスター作成 
③期末テスト・・・50 点 
 学習①と②と③に対応します。 

22.コメント 

・教育相談は、担当者、係の先⽣だけが行うものではありません。 
・子ども達に携わるすべての人たちが、すべての場所で、すべての機会を活用してなされる
ことが期待されます。 
・他人事ではなく、実践お腹ですぐに役⽴つ力、スキルとなるように学んでいきましょう。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・授業についてのオリエンテーション 
 授業の目指すところを、共通理解します。 
 そのために何をどのようにして学習を進めていくの
かを理解します。 
・「教育相談」テキストの中から１５回の説明をしま
す。 

[予習] 
・テキストｐ１〜p１１までを読んで、教育
相談の歴史的な整理をしておいてください。 

【第 2 回】 

・教育相談の考え方 
 …２回にわたり歴史的な整理をします。そのあと
で、教育相談が今、求められている理由について考え
ます。 
・教師[保育者]が行う教育相談とは何か、についての
概略を学びます。 

[復習] 
/教育相談が歴史的に何を求められていたの
かをまとめておきます。 
[予習] 
・テキスト p８〜ｐ１１までを再度読んでお
きます。 

【第 3 回】 

・教育相談が社会の変化とともに求められることが変
わってきました。今の社会やこれからの時代の中で
は、そのような教育相談が期待されるのでしょうか。
イメージしてみましょう。実際の学校の中をイメージ
しましょう。SDGｓからの理解をします。自分の興
味関心がある内容をチェックします。 

[ 復習] 
・今回の授業でのまとめをしておきましょ
う。テキストや経験から「教育相談」とは何
かを説明できるようにしておきます。 
[予習」 
・日常の中で広報されている SDGｓを調べ
て来ましょう。 

【第 4 回】 

・SDGｓについての理解を共有します。 
 日常の中で展開（広報）されている SDGｓを紹介
しながら、教育や保育にどのように落とし込んでいく
かを話し合います。 

[予習] 
・テキストｐ２０〜p２７を読んでおいてく
ださい。 
・「学校心理学」「アドラー心理学」について
調べておきましょう。 

【第 5 回】 

・教育相談を学ぶにあたっての、基礎的学問の一つで
ある「学校心理学」について学びます。また子供達に
かかわるときに参考となる「アドラー心理学」につい
ても学びます。 
・資料を配布します。 

[復習] 
・配布した資料についてまとめておきましょ
う。 
[予習」 
・テキスト p４７〜p５８までを読んでおい
てください。 

【第 6 回】 

・教師の行う教育相談の進め方…具体的な進め方につ
いて学びます。 
・教育相談実践のとらえ方 
 ⇒今までを見て、これからを考えます。 

[復習] 
・ 今日の学習を実際の学校・保育現場の中
でイメージしてまとめておきましょう。 
「予習」 
・テキストｐ５９〜６５までを読んできまし
ょう。 

【第 7 回】 ・教師・保育が行う教育相談…具体的な進め方 [ 復習] 



・何をどのように観察するのか 
 何をどうやらせるのか⇒アセスメントについても触
れます。 

・テキストｐ６６〜p７７までを読んでおい
てください。 

【第 8 回】 

・教師・保育者の行う教育相談の進め方…具体的な進
め方 
 何をどう聴いてみるか 
 面接へのいくつかの視点を考えます。 
 日常の中からの観察アセスメントの実際を学びま
す。 

[予習」 
・「チーム学校」について調べてきましょ
う。 
 

【第 9 回】 

「チーム学校」と教育相談について考えます。 
テキストにはありませんので、資料を配布しします。 
・社会が求めている「チーム学校」についての理解と
教育相談の役割について考えましょう。 
・授業と教育相談の関係を紹介します。 

「復習」 
・授業の中で教育相談ができる事をまとめて
おきます。 
「予習」 
・テキスト p７７〜８７までを読んでおきま
しょう。幼児理解を深めておきます。 

【第 10 回】 

・教師・保育者の行う教育相談の具体的展開 
・幼稚園や保育所における教育相談の考え方について
学びます。 
 子ども理解からの教育相談を意識しながら幼児教育
保育の中で独自性や特⾊などを学びます。 

「復習」 
・幼児における教育相談と学校教育相談の違
いや相違点を確認しておきましょう。 

【第 11 回】 

・実践例を学びながら、実際の場面をイメージしてい
きます。 
・授業と教育相談の関係をさらに詳しくイメージして
いきます。 
 資料の配布をします。 
・実際の３年⽣、５年⽣の「算数」や「国語」などの
授業を想定して考えます。（3 歳児、5 歳児） 
・予防的にも開発的な教育相談としてもかんがえま
す。 

「復習」 
・授業案を作るつもりで、授業との関係を理
解して、整理しておきましょう。 
「予習」 
・テキストｐ８９〜９５を読んでおきます。 

【第 12 回】 

・保護者支援は大事な教育相談が担う役割です。 
 保護者支援の理解と実践について学びます。 
・保護者との信頼関係を築いていくための教育相談を
考えます。 

「予習」 
・テキスト p１００〜１10 
をよく読んでおきましょう。 

【第 13 回】 

・保護者の養育力の向上を図った教育相談…テキスト
の中から学びます。 
 学校や園がどこまで家庭に介入できるのか、実際の
例から考えてみましょう。保護者の養育力へのアプロ
ーチを考えてみます。 
・外部の専門機関との連携も大事です。 
学校と他機関の連携について考えましょう。 
 

「予習」 
・今までのテキスト・資料・自分の記録など
をよく読んで総括をしておきましょう。 

【第 14 回】 
・期末テストをします。 
・教師のバーンアウトについて考えます。 
 教育相談が出来る役割を考えます。 

「予習」 
・テキスト p１２０〜１３３を読んできまし
ょう。 

【第 15 回】 

・教育相談の事例から発展して、クラス全体で取り組
むことが目指されます。 
つまりは、日々の⽣活の中で出会う課題や問題に子供
たちが自分自身でクラスで解決していく力を育てて行

[復習」 
・１５回の授業の振り返りをしておきましょ
う。 



くということにつなげていくことができれば、と考え
ます。１５回の授業の振り返りをしながら、教育相談
を事例の中で確認します。 
 学習目標の①・②・③への到達を確認します。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED204-
A02 

2.科目名 教育相談 (教育･保育コース) ※3 年以上 3.単位数 2 

4.授業担当教員 多田智栄子 

5.授業科目の区分 教育福祉学科／こ 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
高校(英語) 高校(公⺠) 高校(福祉) 小学校一種
中学(英語) 中学(社会) 認定心理士 保育士 
幼稚園一種 

9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

・教師や保育士が行う教育相談について学修します。 
・教育や保育の中で教師や保育士が行う教育相談は、各教科と同じように重要とされていま
す。 その重要さは社会全体が求めるところと合致します。したがって、学校や保育と言う
教育現場の実践の中で「重要」とされなければなりません。それゆえに、全体のカリキュラ
ムに位置しており、つまり「ミニクリニック」ではなくて教育そのものと考えていきます。 
・教育実践の中で、どのような考えで具体的にどのような形で進められているのでしょう
か。また、社会の中で期待されているのでしょうか。実 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・教育相談の授業での学習目標（身につくスキル）は次の通りです。 
①「教育相談」とは何かを自分の理解の中で説明できるようにします。 
…現場で「役に⽴つ教育相談」について具体的な例を示して説明できるようにします。 
?教育相談の理論的背景を理解することが出来るようにします。 
…実践の学、である教育相談の土台となる理論を学びます。また、個々人の適応の問題とし
ての実に注目するのではなく、学校全体の中で、システム的な対応を考えることも大事であ
り、かつ、必要だということを理解することが出来るようにします。 
③教室で援助できる幼児、児童、⽣徒をイメージできるようにします。 
…個々の幼児、児童、⽣徒の 1 対 1 の対応の教育相談も大事ですが、更に、学校⽣活のあら
ゆる場面（各教科指導も含めて）から⽣じる課題を考えていくことも重要です。問題の発端
となることへの予防・開発的な理解が出来るようにすることを最も重要にしています。すべ
ての幼児、児童、⽣徒などの課題として考えます。 

19.教科書・教材 
大野精一【編著】 ⻑谷川比呂美 橋本千鶴［著］ （2017） 
教師・保育者のための教育相談 萌文書林 

20.参考文献 適宜紹介します。 
資料も配布もします。 

21.成績評価 

以下の内容で評価を行います。 
①中間テスト・・・20 点（学習①に対応します） 
 2 週間前にお知らせします。 
?課題レポート・・・３×10 点（授業の中で行います） 
          レポート１ ? SDGｓを保育や学校教育の中で具体的に⽣かす指導
案の作成 
          レポート２ ? 危機管理について、震災を意識した具体的な指導案
の作成 
          レポート３ ? 「理想的な教育相談」のポスター作成 
③期末テスト・・・50 点 
 学習①と②と③に対応します。 

22.コメント ・教育相談は、担当者、係の先⽣だけが行うものではありません。 



・子ども達に携わるすべての人たちが、すべての場所で、すべての機会を活用してなされる
ことが期待されます。 
・他人事ではなく、実践お腹ですぐに役⽴つ力、スキルとなるように学んでいきましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【1 回目】 

・授業についてのオリエンテーション 
 授業の目指すところを、共通理解します。 
 そのために何をどのようにして学習を進めていくの
かを理解します。 
・「教育相談」テキストの中から１５回の説明をしま
す。 

予習] 
・テキストｐ１〜p１１までを読んで、教育
相談の歴史的な整理をしておいてください。 

【第 2 回】 

・教育相談の考え方 
 …２回にわたり歴史的な整理をします。そのあと
で、教育相談が今、求められている理由について考え
ます。 
・教師[保育者]が行う教育相談とは何か、についての
概略を学びます。 

[復習] 
/教育相談が歴史的に何を求められていたの
かをまとめておきます。 
[予習] 
・テキスト p８〜ｐ１１までを再度読んでお
きます。 

【第 3 回】 

・教育相談が社会の変化とともに求められることが変
わってきました。今の社会やこれからの時代の中で
は、そのような教育相談が期待されるのでしょうか。
イメージしてみましょう。実際の学校の中をイメージ
しましょう。SDGｓからの理解をします。自分の興
味関心がある内容をチェックします。 

[ 復習] 
・今回の授業でのまとめをしておきましょ
う。テキストや経験から「教育相談」とは何
かを説明できるようにしておきます。 
[予習」 
・日常の中で広報されている SDGｓを調べ
て来ましょう。 

【第 4 回】 

・SDGｓについての理解を共有します。 
 日常の中で展開（広報）されている SDGｓを紹介
しながら、教育や保育にどのように落とし込んでいく
かを話し合います。  
 

[予習] 
・テキストｐ２０〜p２７を読んでおいてく
ださい。 
・「学校心理学」「アドラー心理学」について
調べておきましょう。 

【第 5 回】 

・教育相談を学ぶにあたっての、基礎的学問の一つで
ある「学校心理学」について学びます。また子供達に
かかわるときに参考となる「アドラー心理学」につい
ても学びます。 
・資料を配布します。 

[復習] 
・配布した資料についてまとめておきましょ
う。 
[予習」 
・テキスト p４７〜p５８までを読んでおい
てください。 

【第 6 回】 

・教師の行う教育相談の進め方…具体的な進め方につ
いて学びます。 
・教育相談実践のとらえ方 
 ⇒今までを見て、これからを考えます。  
 

[復習] 
・ 今日の学習を実際の学校・保育現場の中
でイメージしてまとめておきましょう。 
「予習」 
・テキストｐ５９〜６５までを読んできまし
ょう。 

【7 回】 

・教師・保育が行う教育相談…具体的な進め方 
・何をどのように観察するのか 
 何をどうやらせるのか⇒アセスメントについても触
れます。 

[ 復習] 
・テキストｐ６６〜p７７までを読んでおい
てください。 

【第 8 回】 
・教師・保育者の行う教育相談の進め方…具体的な進
め方 

[予習」 
・「チーム学校」について調べてきましょ



 何をどう聴いてみるか 
 面接へのいくつかの視点を考えます。 
 日常の中からの観察アセスメントの実際を学びま
す。  
 

う。 

【第 9 回】 

「チーム学校」と教育相談について考えます。 
テキストにはありませんので、資料を配布しします。 
・社会が求めている「チーム学校」についての理解と
教育相談の役割について考えましょう。 
・授業と教育相談の関係を紹介します。 

「復習」 
・授業の中で教育相談ができる事をまとめて
おきます。 
「予習」 
・テキスト p７７〜８７までを読んでおきま
しょう。幼児理解を深めておきます。 

【第 10】 

・教師・保育者の行う教育相談の具体的展開 
・幼稚園や保育所における教育相談の考え方について
学びます。 
 子ども理解からの教育相談を意識しながら幼児教育
保育の中で独自性や特⾊などを学びます。 

「復習」 
・幼児における教育相談と学校教育相談の違
いや相違点を確認しておきましょう。 

【第 11 回】 

・実践例を学びながら、実際の場面をイメージしてい
きます。 
・授業と教育相談の関係をさらに詳しくイメージして
いきます。 
 資料の配布をします。 
・実際の３年⽣、５年⽣の「算数」や「国語」などの
授業を想定して考えます。（3 歳児、5 歳児） 
・予防的にも開発的な教育相談としてもかんがえま
す。  
 

「復習」 
・授業案を作るつもりで、授業との関係を理
解して、整理しておきましょう。 
「予習」 
・テキストｐ８９〜９５を読んでおきます。 

【第 12 回】 

・保護者支援は大事な教育相談が担う役割です。 
 保護者支援の理解と実践について学びます。 
・保護者との信頼関係を築いていくための教育相談を
考えます。 

「予習」 
・テキスト p１００〜１10 
をよく読んでおきましょう。 

【第 13 回】 

・保護者の養育力の向上を図った教育相談…テキスト
の中から学びます。 
 学校や園がどこまで家庭に介入できるのか、実際の
例から考えてみましょう。保護者の養育力へのアプロ
ーチを考えてみます。 
・外部の専門機関との連携も大事です。 
学校と他機関の連携について考えましょう。 

「予習」 
・今までのテキスト・資料・自分の記録など
をよく読んで総括をしておきましょう。 

【第 14 回】 
・期末テストをします。 
・教師のバーンアウトについて考えます。 
 教育相談が出来る役割を考えます。 

「予習」 
・テキスト p１２０〜１３３を読んできまし
ょう。 

【第 15 回】 

・教育相談の事例から発展して、クラス全体で取り組
むことが目指されます。 
つまりは、日々の⽣活の中で出会う課題や問題に子供
たちが自分自身でクラスで解決していく力を育てて行
くということにつなげていくことができれば、と考え
ます。１５回の授業の振り返りをしながら、教育相談
を事例の中で確認します。 
 学習目標の①・②・③への到達を確認します。 

[復習」 
・１５回の授業の振り返りをしておきましょ
う。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED204-
Y01 

2.科目名 教育相談 （教職 2 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河合篤史 

5.授業科目の区分 
展開科目 
中高教職 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 
2 年~ 
 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 認
定心理士 保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、ペアディスカッション 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、教師として活動する際に必要な、カウンセリングの意義・理論や技法を身につ
けることを目的とする。 
【概要】 
教育相談は、児童および⽣徒が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしながら、
集団の中で適応的に⽣活する力を育み、個性の伸⻑や人格の成⻑を支援する教育活動であ
る。本授業では、児童・⽣徒の教育上の問題に関し、教師が、適切な援助を実施するために
何が必要かを、理論や事例を通して学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的責任性、(3)多様性理解、(5)
コミュニケーションスキル、(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①学校における教育相談の意義と理論を説明することができる。 
②教育相談を進める際に必要なカウンセリングの基礎知識を説明することができる。 
③教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取り組みや連携の必要性を説明する
ことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜授業資料を配布します 

20.参考文献 

1. 教育相談 (よくわかる! 教職エクササイズ③) (2018)森田健宏 (監修, 編集), 田⽖宏二 
(監修), 吉田佐治子 (編) ミネルヴァ書房 
2. チーム学校での効果的な援助: 学校心理学の最前線 (2018)水野治久 (編集), 家近早苗 
(編集), 石隈 利紀 (編集) ナカニシヤ出版 

21.成績評価 
1．平常点（授業に関する発言・質問、毎回のコメントシート） 50% 
2．期末試験 50% 

22.コメント 

①履修希望者は、初回の授業に必ず出席すること（やむを得ない事情がある場合には要連
絡） 
②履修者が 40 名を越えた場合には、教職希望者を優先し、それ以外の履修希望者は、初回
授業出席者で「抽選」を行い履修者を決定する 
③本授業は教職に関わる科目のため、履修者には高い目的意識と授業への積極的な姿勢が求
められます。それを了承の上履修ください 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション、教育相談とは 復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を



※本授業の進め方や、受講のためのグランドルール、
履修者決定等、大切な説明をするため、初回授業は必
ず出席のこと 

しておくこと 

第 2 回 

教師役割とカウンセラー役割の異同 
・教育相談におけるｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの必要性と技法を学
ぶ 
・ペアディスカッション「教師役割とカウンセラー役
割の異同について」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 3 回 

教育現場における臨床心理学的諸問題(1) 
・「不登校・いじめ・ひきこもり等の問題」について
学ぶ 
・ペアディスカッション「不登校やいじめについて、
どんな傾向があるか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 4 回 

教育現場における臨床心理学的諸問題(2) 
・「保護者問題」について現状・背景と対応法を学ぶ 
・グループディスカッション「昔に比べ、今は、子育
てが楽になったか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 5 回 

教育相談における心理アセスメント 
・幼児・児童・⽣徒の自己理解や対人関係のあり方を
把握するための心理アセスメントについて学ぶ 
・グループディスカッション「共感と同情の違いにつ
いて」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 6 回 

教育現場に活かすカウンセリング技法(1) 
・幼児・児童・⽣徒・保護者との信頼関係を築くため
のカウンセリング技法について学ぶ 
・グループディスカッション「⽣徒や保護者と如何に
信頼関係を築くか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 7 回 
教育現場に活かすカウンセリング技法(2) 
・「認知行動療法」の理論と実際について学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 8 回 
教育現場に活かすカウンセリング技法(3) 
・ｶｰﾙ･ﾛｼﾞｬｰｽﾞの自己理論とﾊﾟｰｿﾝｾﾝﾀｰﾄﾞｱﾌﾟﾛｰﾁの実際
について学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 9 回 

教育現場に活かすカウンセリング技法(4) 
・「遊戯療法」の理論と実際について学ぶ 
・ペアディスカッション「遊びを心の治療に使うメリ
ットは何か」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 10 回 
教育相談の具体的な進め方(1) 
・不登校・いじめの事例から教育相談の具体的な進め
方を学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 11 回 

教育相談の具体的な進め方(2) 
・学級経営としての教育相談の方法を学ぶ( クラス会
議を例として) 
・グループディスカッション「自身の目指す理想のク
ラスとは」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 12 回 
教育相談の具体的な進め方(3) 
・教育相談体制・組織的な取り組みについて学ぶ
(「チーム学校」を意識して) 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 



・グループディスカッション「チーム学校の意義と方
法について」 

第 13 回 
教育相談の具体的な進め方(4) 
・事例問題提示し、ディスカッションを通して解決方
法を導き出す 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 14 回 

教師のメンタルヘルス 
・教師のメンタルヘルスの現状・背景とその対処法を
学ぶ 
・ペアディスカッション「現代の教員のメンタルヘル
スについて」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 15 回 
まとめ 
・これまでの授業から学んだことについて振り返りを
行う(含;期末試験) 

復習(振り返り資料)をしておくこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED204-
m01 

2.科目名 教育相談 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河合篤史 

5.授業科目の区分 
展開科目 
中高教職 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 
2 年~ 
 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 認
定心理士 保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、ペアディスカッション 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、教師として活動する際に必要な、カウンセリングの意義・理論や技法を身につ
けることを目的とする。 
【概要】 
教育相談は、児童および⽣徒が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしながら、
集団の中で適応的に⽣活する力を育み、個性の伸⻑や人格の成⻑を支援する教育活動であ
る。本授業では、児童・⽣徒の教育上の問題に関し、教師が、適切な援助を実施するために
何が必要かを、理論や事例を通して学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的責任性、(3)多様性理解、(5)
コミュニケーションスキル、(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①学校における教育相談の意義と理論を説明することができる。 
②教育相談を進める際に必要なカウンセリングの基礎知識を説明することができる。 
③教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取り組みや連携の必要性を説明する
ことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜授業資料を配布します 

20.参考文献 

1. 教育相談 (よくわかる! 教職エクササイズ③) (2018)森田健宏 (監修, 編集), 田⽖宏二 
(監修), 吉田佐治子 (編) ミネルヴァ書房 
2. チーム学校での効果的な援助: 学校心理学の最前線 (2018)水野治久 (編集), 家近早苗 
(編集), 石隈 利紀 (編集) ナカニシヤ出版 

21.成績評価 
1．平常点（授業に関する発言・質問、毎回のコメントシート） 50% 
2．期末試験 50% 

22.コメント 

①履修希望者は、初回の授業に必ず出席すること（やむを得ない事情がある場合には要連
絡） 
②履修者が 40 名を越えた場合には、教職希望者を優先し、それ以外の履修希望者は、初回
授業出席者で「抽選」を行い履修者を決定する 
③本授業は教職に関わる科目のため、履修者には高い目的意識と授業への積極的な姿勢が求
められます。それを了承の上履修ください 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション、教育相談とは 復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を



※本授業の進め方や、受講のためのグランドルール、
履修者決定等、大切な説明をするため、初回授業は必
ず出席のこと 

しておくこと 

第 2 回 

教師役割とカウンセラー役割の異同 
・教育相談におけるｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの必要性と技法を学
ぶ 
・ペアディスカッション「教師役割とカウンセラー役
割の異同について」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 3 回 

教育現場における臨床心理学的諸問題(1) 
・「不登校・いじめ・ひきこもり等の問題」について
学ぶ 
・ペアディスカッション「不登校やいじめについて、
どんな傾向があるか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 4 回 

教育現場における臨床心理学的諸問題(2) 
・「保護者問題」について現状・背景と対応法を学ぶ 
・グループディスカッション「昔に比べ、今は、子育
てが楽になったか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 5 回 

教育相談における心理アセスメント 
・幼児・児童・⽣徒の自己理解や対人関係のあり方を
把握するための心理アセスメントについて学ぶ 
・グループディスカッション「共感と同情の違いにつ
いて」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 6 回 

教育現場に活かすカウンセリング技法(1) 
・幼児・児童・⽣徒・保護者との信頼関係を築くため
のカウンセリング技法について学ぶ 
・グループディスカッション「⽣徒や保護者と如何に
信頼関係を築くか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 7 回 
教育現場に活かすカウンセリング技法(2) 
・「認知行動療法」の理論と実際について学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 8 回 
教育現場に活かすカウンセリング技法(3) 
・ｶｰﾙ･ﾛｼﾞｬｰｽﾞの自己理論とﾊﾟｰｿﾝｾﾝﾀｰﾄﾞｱﾌﾟﾛｰﾁの実際
について学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 9 回 

教育現場に活かすカウンセリング技法(4) 
・「遊戯療法」の理論と実際について学ぶ 
・ペアディスカッション「遊びを心の治療に使うメリ
ットは何か」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 10 回 
教育相談の具体的な進め方(1) 
・不登校・いじめの事例から教育相談の具体的な進め
方を学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 11 回 

教育相談の具体的な進め方(2) 
・学級経営としての教育相談の方法を学ぶ( クラス会
議を例として) 
・グループディスカッション「自身の目指す理想のク
ラスとは」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 12 回 
教育相談の具体的な進め方(3) 
・教育相談体制・組織的な取り組みについて学ぶ
(「チーム学校」を意識して) 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 



・グループディスカッション「チーム学校の意義と方
法について」 

第 13 回 
教育相談の具体的な進め方(4) 
・事例問題提示し、ディスカッションを通して解決方
法を導き出す 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 14 回 

教師のメンタルヘルス 
・教師のメンタルヘルスの現状・背景とその対処法を
学ぶ 
・ペアディスカッション「現代の教員のメンタルヘル
スについて」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 15 回 
まとめ 
・これまでの授業から学んだことについて振り返りを
行う(含;期末試験) 

復習(振り返り資料)をしておくこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED206-
A01 

2.科目名 初等英語教育Ⅰ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育学部初等英語教育コース、 
教育福祉学科こども学専攻 
 

9.履修学年 2 年⽣〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

This course focuses on developing English teaching skills from preschool through to 
grade six of primary school.  This course is recommended for students wishing to do 
overseas internship at primary schools and to be junior high school teachers. 
 You'll m 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students are expected to learn 
1.    コミュニケーション能力 
2. 課題発見・課題解決能力 
3. 第 2 言語習得に関する専門的知識・技能の活用力 
 

19.教科書・教材 
金森『小学校英語科教育法』成美堂 
文科省 『Let's try 1,2』検定教科書『Crown Junior』5，6 三省堂 

20.参考文献 
岡・金森『小学校英語活動の進め方』 
山田・⻑瀬『小学⽣からの英語絵辞典』研究社 

21.成績評価 

behavior in the practice with children as a teacher  20% 
・perforamance of your own 10% 
・collaboration in the lesson performance 10%) 
prepartion for your activities 10% 
final presentation  50% 
(present your idea about the requirements of the English) 
 

22.コメント 

You are required to cooperate with your classmates.  Be punctual,  follow the rules in 
the class. 
Be kind and patient with children.  
 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

Orientation, Early childhood English education 
・How to get along with children 
・International understanding. 
・necessary skills to teach English to children  
 

 

【第 2 回】 
Model lesson (for the first class) 
・prepare for the first class 

 



・pracitice the model lesson plan 
 

【第 3 回】 
Rehearsal for Kids English(teaching practice) 
・check your roles and performance  
 

 

【第 4 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 5 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 6 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 7 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 8 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 9 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 10 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 11 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 12 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 13 回】 

English activities with children, reflection 
・give a lesson to children 
・reflection 
 

make a  review worksheet 

【第 14 回】 
Analysis of class activities 
 

Make a plan for final presentation. 



【第 15 回】 Final Presentation  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED208-
A01 

2.科目名 初等教育課程論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

学習指導要領を基準として各学校において編成される教育課程について、その意義や編成の
方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うこと
の意義を理解するために、教育課程の意義、編成方法、カリキュラム・マネジメントを学習
する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 
②教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即した教育課程編成の方法を理解する。 
③教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジメントす
ることの意義を理解する。 
[関連するディプロマポリシー] 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(4) 問題発見・解決力 (5) コミュニケーションスキル 
(6) 専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材 『教育課程 第二版』山﨑準二編 学文社 

20.参考文献 

文部科学省『幼稚園教育要領』最新版 
文部科学省『小学校学習指導要領』最新版 
文部科学省『中学校学習指導要領』最新版 
文部科学省『高等学校学習指導要領』最新版 
必要に応じて印刷物の配布や文献等の紹介を行う。 

21.成績評価 

１．中間課題 ２０％【学習目標①に対応】 
ＤＶＤの内容をまとめるとともに、それについての自分の意見を書く。 
２．中間レポート ４０％【学習目標②に対応】 
自分が経験してきた教育内容や学校⽣活を、学習指導要領の変遷（教科書 pp.85-100 など）
をもとに考察し、学校経験の自分史を書く。 
３．総括試験 ４０％【学習目標①②③に対応】 

22.コメント 子どもたちのお手本となるような授業態度で受講すること。 
23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション … 教科書 pp.15-20 
・講義の進め方、講義内容について理解する。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.21-23 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 2 回】 
教育課程の概念と構造① … 教科書 pp.21-23 
・教育課程の概念、役割、機能について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.24-31 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 



【第 3 回】 
教育課程の概念と構造② … 教科書 pp.24-31 
・教育課程の構造と基本原理について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.23-24 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 4 回】 

隠れたカリキュラム … 教科書 pp.23-24 
・これまでの学校⽣活を振り返り、カリキュラムとし
て学んできたものを考える。 
・ワークショップ「学校で学んできたもの」 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.32-38 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 5 回】 

現行の学習指導要領・幼稚園教育要領 … 教科書
pp.32-38   
・学習指導要領の基本構造について理解する。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.97-100 を
読んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 6 回】 

学習指導要領・幼稚園教育要領の変遷① … 教科書
pp.97-100  
・「総合的な学習（探求）の時間」について検討す
る。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.85-87 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 7 回】 

学習指導要領・幼稚園教育要領の変遷② … 教科書
pp.85-87  
・小学校・中学校・高等学校学習指導要領の変遷（前
半）を理解する。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.88-100 を
読んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 8 回】 

学習指導要領・幼稚園教育要領の変遷③ … 教科書
pp.88-100  
・小学校・中学校・高等学校学習指導要領の変遷（後
半）を理解する。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 

【第 9 回】 
学習指導要領・幼稚園教育要領の変遷④  
・学習指導要領の変遷と学力との関連について考察す
る。 

※【中間課題】ＤＶＤの内容をまとめるとと
もに、それについての自分の意見を書く。
（360 分） 
〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.39-44 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 10 回】 
学習指導要領・幼稚園教育要領の変遷⑤   
・幼稚園教育要領の変遷を理解する。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.45-50 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 11 回】 

教育課程の法と行政① … 教科書 pp.39-44   
・教育課程編成について学ぶ。 
・子どもの実態や地域の実態などをふまえた教育課程
を検討することの重要性について理解する。 
・教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方
法について学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.45-50 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 12 回】 教育課程の法と行政② … 教科書 pp.45-50   
・教科書制度の歴史と概要について理解する。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.54-69 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 



【第 13 回】 
教育課程の経営と評価 … 教科書 pp.54-69   
・カリキュラム・マネジメントとカリキュラム評価に
ついて理解する。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇これまでの学修内容について復習をする。
（360 分） 

【第 14 回】 総括試験 
〇これまでの学習内容について復習をする。
（240 分） 

【第 15 回】 

まとめ 
・これまでの復習を行い、本科目での学修到達度を認
識する。  
 

〇総括試験の結果や中間レポートの評価など
をふまえて、これまでの総復習をする。
（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED209-
A01 

2.科目名 図画工作Ⅰ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習(講義・実技を含む） 
作品制作については、集中講義になる可能
性あり 

16.履修制限 造形室の収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 48 人とします。
人数が多い場合には、初回の授業で抽選を行います。 

17.授業の目的と概要 

本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成⻑と表
現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や
価値についての認識を深めます。 
その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自発的・主体的な学習を保障しなが
ら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実践的力量の形成をはかります。 
特に、「造形遊び」、「絵や⽴体にあらわす」領域の題材について、製作を通して指導のポイ
ントなどの理解を深め、授業を計画実施できる能力を養います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（6）専門
的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・図画工作科の指導理念，教材開発の視点，内容について理解を深めます。 
・子どもの視点に⽴った教科内容の理解を深め，図画工作科の具体的な指導方法の習得を目
指します。 
・児童の造形発達の特徴について理解を深め、児童の造形活動や作品に対して受容、共感、
反応する 力を養います。 

19.教科書・教材 

①大橋功『美術教育概論（新訂版）』2018．ISBN978-4536601030 
②文部科学省『小学校学習指導要領解説図画工作編』日本文教出版 
③『小学校図画工作科教科書 1・2 上，1・2 下，3・4 上，3・4 下，5・6 上，5・6 下』
日本文教出版 
①は「造形 I」（1 年春学期）、「「保育内容・表現Ⅰ」（2 年春学期）、「図画工作科Ⅰ」（2 年春
学期）、「図画工作科Ⅱ」（2 年秋学期）、「造形Ⅱ」（4 年秋学期）、「教職実践演習（幼）」（4
年秋学期）と共通の教科書で、必ず購入すること。 

20.参考文献 辻泰秀『造形教育の教材と授業づくり』日本文教出版，2012．ISBN978-4-536-60056-9 

21.成績評価 

① 受講ノート=10％（毎回の授業について感想や質問などを 200 字程度でまとめ
る） 
② グループワーク（模擬授業）＝20％ 
③ 個人ワーク（活動①〜⑩）=20％ 
④ 作成した学習指導案=20％ 
⑤ e ポートフォリオの内容=30％ 
・それぞれの評価基準は，1 回目の授業で配布します。 
・①③④⑤は学科の学習目標達成，②は KUIS 学習ベンチマーク達成の評価に用いる 



22.コメント 

○本講義では，実際の小学校での具体的な実践にも触れながら演習型の授業を行います。 
○受講⽣を３〜４人を基準とするグループに分け，協調自⽴学習として展開します。したが
って，欠席や遅刻は自らの学習効果を損なうだけでなく，グループのメンバーへの迷惑にな
るということを十分自覚して責任ある態度で学習に参加しましょう。 
○作品を制作しながら学習することが多いので，汚れてもよい服装で参加しましょう。「自
分・友達・教室を汚さない」が基本です。 
※受講者数を制限しますが、秋学期開講 の「図画工作 II」と併せて受講登録している人を
優先します。 
※遠隔授業で対応できない内容については、集中講義になる可能性があります。 
※遠隔授業の場合、必要な用具（絵の具、クレパス、⾊鉛筆、用紙など）については自分で
用意することになります。 

23.オフィスアワー 木曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス( 本授業の目標・内容・評定算出の方法・
進め方の確認、 準備物、 e ポートフォリオへのア
ップ、受講上の留意点などについて） 
グループづくり 
活動①「ならべてならべて!」(材料・素材からの造形
遊び 1) 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆A4 横入れ（A4‐E）クリアファイル 30 ポ
ケット◆授業時に配布します 

第 2 回 活動②「新聞紙で遊ぼっ!」(材料・素材からの造形遊
び 2) 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆クリアファイル◆ 

第 3 回 
活動③「こすりだしで遊ぼっ~フロッタ―ジュ~」(技
法・道具からの造形遊び 1) 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆クリアファイル◆ 
 

第 4 回 

活動④「うつして遊ぼ〜影遊び〜」(技法・道具から
の造形遊び 2) 
活動⑤「ちぎってはって」(技法・道具からの造形遊
び 3) 

〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 
◆クリアファイル◆ 

第 5 回 

「造形的遊び」のねらいと特徴について  教科書
pp.122〜127 
授業づくり①「造形遊び」領域の授業づくり 
教科書 p.114〜121 

◆ノートパソコン◆ 
◆クリアファイル◆ 
★学習指導案の作成（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 6 回 
活動⑥「アニメーションをつくろう」(絵や⽴体にあ
らわす 1） 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 7 回 活動⑧「型紙を使って描こう~ステンシル~」(絵や⽴
体にあらわす 2） 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 8 回 
活動⑨「おいしいおべんとう〜粘土でつくろう」（絵
や⽴体にあらわす 3） 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 



〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 9 回 
活動⑩「回して刷って(回転版画)~3 原⾊の妙~」(絵
や⽴体にあらわす 4）その 1 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 10 回 
活動⑩「回して刷って(回転版画)~3 原⾊の妙~」(絵
や⽴体にあらわす 4）その 2 

◆クリアファイル◆ 
〇e ポートフォリオへアップする記事と画
像整理（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 11 回 

「絵や⽴体にあらわす」のねらいと特徴について  
教科書 pp.128〜131 
授業づくり②「絵や⽴体にあらわす」領域の授業づく
り 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
★学習指導案の作成（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 12 回 
授業をつくる① 
指導案の書き方と留意点について  教科書 pp.112〜
117 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
★◎学習指導案の作成（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 13 回 
授業をつくる② 
模擬授業・リフレクションⅠ 
 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
〇模擬授業の振り返り（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 14 回 
授業をつくる③ 
模擬授業・リフレクションⅡ 
 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
〇模擬授業の振り返り（60 分） 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 

第 15 回 
授業をつくる④ 
模擬授業の評価とリフレクション 
本講義の振り返り 

◆クリアファイル◆ 
◆ノートパソコン◆ 
〇復習及び授業ノートの整理（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED212-
A01 

2.科目名 算数Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
小学⽣に興味深い算数指導を行うために、算数科の具体的な内容（教材）について理解を深
め、必要な知識や考え方を身につけることを目的としています。 
＜授業の概要＞ 
この科目では、授業の目的を達成するため、講義、演習を通して次の①〜④を行います。 
①算数指導を行うという視点で、算数の内容（知識や概念）について、改めて調べたり考察
したりする。 
②児童に興味を持たせ、算数授業を深めるための算数・数学に関する知識や理論について学
ぶ。 
③算数で子どもが「つまずきやすい事柄」について、調べたり考察したりす 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連：問題発見解決力、専門知識の活用力 
【学習目標】 
(1)学習指導要領等に記された算数科の具体的な内容に関する知識や概念および指導の工夫
や考え方などについて説明することができる。 
(2)算数科で指導される課題について、算数的な知識・技能・考え方を活用し解決すること
ができる。また、その過程をわかりやすく説明することができる。 
(3)「主体的」で「深い」学びに資する算数の具体的な教材を提案することができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 特に指定しない 

21.成績評価 
ワークシート：30%・・・（１）（２）（３）に対応 
発表の振り返り：30％・・・・（１）（３）に対応 
教材作り：40％・・・・（１）（２）（３）に対応 

22.コメント 

○ＰＣを常に準備するようにしてください。 
○座席指定です。 
○自ら考え，グループで考え，全員で考え，主体的に「考える」ことを楽しもう。 
○間違いから学ぶことが多いです。間違いをよりよい解決へと高めていくことを，この授業
に参加する全員の協同の目的としたいです。 
○よりよい解決に達することを目指しますが，「解けたらいい」「分かったらいい」という自
分本意な取り組み方は認めません。「解けること」「分かること」が，同じ授業で学ぶ全体の
財産にしようとする態度を求めます。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション 
■この講座の学習目標について 

◎提示された算数の用語や概念について、事
前に調べておく（120 分） 



■この講座の内容・方法・授業計画について 
■評価の観点・方法 
■受講上の注意点 
■基礎力診断テスト，アンケート 

 

◆算数・数学基礎力診断テスト、アンケート結果につ
いて 
◆グループワークについて 
・班分け 
・課題の提示と発表形態、方法について説明 
・課題の選択（各班） 
◆算数指導の基礎知識① 
  指導する⽴場から、算数の内容を考察してみよ
う。 
   数の構造、演算（加減乗除） 
 

○復習…講義ノートを整理しながら授業内容
を再度確認しておく（６０分） 
◎提示された算数の用語や概念について、事
前に調べておく（120 分） 

 

◆算数指導の基礎知識② 
  指導する⽴場から、算数の内容を考察してみよ
う。 
   量と測定、図形 

○復習…講義ノートを整理しながら授業内容
を再度確認しておく（６０分） 
◎提示された算数の用語や概念について、事
前に調べておく（120 分） 

 

◆算数指導の基礎知識③ 
  指導する⽴場から、算数の内容を考察してみよ
う。 
   関数、資料の活用 

○復習…講義ノートを整理しながら授業内容
を再度確認しておく（６０分） 
◎身の回りにある算数場面を探しておく
（120 分） 

 

◆身近にある「算数」をさがそう。 
 日常にある、算数場面を見つけ話しあう。 
 ・身近にある「算数」場面を見つける。 
 ・説明（どこがどのように算数なのか？）コメント
を考える。 
 ・見つけた「算数」について話し合う。   
 

○復習…講義ノートを整理しながら授業内容
を再度確認しておく（６０分） 
◎活動の振り返り・・・「身近な事象を算数
教材として活用することについて」 

 

◆小学校プログラミング教育を体験しよう 
 プログラミングソフトを使った、5 年⽣図形領域の
学習を体験し、ソフトの使い方を習得する。さらに、
次時でおこなう教材作りの構想を練る。   
 

○復習・・・プログラミングソフトの使い方
に慣れておく（６０分） 
◎作成たい図形を構想する（120 分） 
 

 

◆算数科でのプログラミング教材をつくろう 
 プログラミングを取り入れた授業に使える教材（課
題）をつくり、その解説及び授業の流れ（案）を作成
する。 

◎教材づくりの作業を進めておく、また発表
の準備をする（４８０分） 

 
◆作った教材を発表しよう 
 作成した教材について、趣旨や狙いなども含めを発
表する。 

◎発表後の意見や反省を踏まえて教材を修正
する。（１８０分） 

 

◆算数におけるこどもの「つまずき」について考えよ
う① 
 これまでの算数学習を振り返り、子供がつまずく場
面（内容）について話し合う。 
 

○復習…授業での意見交換をもとに子どもの
「つまずき」について整理する（120 分） 
◎「つまずき」に関する資料を探しておく
（120 分） 
 

 ◆算数におけるこどもの「つまずき」について考えよ ○復習…これまでの文献調査や意見交換をも



う② 
 こどもの「つまずき」関する先行研究について調
べ、話し合う。 
 

とに子どもの「つまずき」について整理する
（120 分） 

 

◆「つまずき」を克服するためにに効果的な教材を作
成しよう。 
 オンラインでも使える学習材と、それについての解
説（狙いや工夫など）を作成する。 

◎教材づくりの作業を進めておく（４８０
分） 

 

◆「つまずき」を克服するためにに効果的な教材を作
成しよう。 
 オンラインでも使える学習材と、それについての解
説（狙いや工夫など）を作成する。 

◎教材づくりの作業を完成させ、発表の準備
をする（４８０分） 
 

 
◆「つまずき」を克服するためにに効果的な教材を作
成しよう。 
 作成した教材についてグループで検討する。 

◎ 発表後の意見や反省を踏まえて教材を修
正の上 WebClass 出する。（１８０分） 

 
◆「つまずき」を克服するためにに効果的な教材を作
成しよう。 
 作成した教材についてグループで検討する。 

◎ 発表後の意見や反省を踏まえて教材を修
正の上 WebClass 出する。（１８０分） 

 
◆まとめ 
 15 回の授業を振り返る。 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED222-
A01 

2.科目名 板書技術 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中⻄一彦、上原昭三、松尾和宣、吉田武大 

5.授業科目の区分 

展開 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育学部 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

［目的］ 
 教育実習に向かう実践力を身につけることをめざす。 
［概要］ 
 教育現場において、⿊板・電子⿊板の活用は必要不可欠である。子供たちの学習指導を支
援するのは、効果的な板書である。そこで、⿊板の効果的な書き方、電子⿊板の使い方を伝
授する 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(6)専門的知識・技能の活用力に関連し
ています。 
板書技術の要領を把握することに努め、実習時に成果を発揮できるようにする。 
A 板書縦書き 
B    板書横書き 
C 板書用道具（定規、コンパス等）の使い方 
D 電子⿊板の使い方 
それぞれの知識・技能を習得し、学習場面に応じて適切な板書を行えるようになることを目
標とする。 

19.教科書・教材 授業時に適宜プリント等を配布する。 
20.参考文献 関連サイトの URL 等は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 
具体的な板書（3 回）25％×3＝75％ 
電子⿊板活用（1 回）25％×1＝25％ 

22.コメント 
教育実習に行った際に「先⽣、字が上手だね」と子どもたちから言ってもらえましたという
先輩受講⽣の報告もありました。時間を見つけては⿊板に向かう姿勢を持って臨んでくださ
い。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回  
4/14 

A 板書縦書き  中⻄先⽣  
B    板書横書き  松尾先⽣  
C 板書用道具（定規、コンパス等）の使い方 上原
先⽣   
D 電子⿊板の使い方  吉田先⽣  
以上 4 通りのパターンを、受講者は 4 グループに分
かれ、3 回 1 セットのローテーションによって、すべ
てのパターンを受講する。 
1 セットは、模範例および書き方・使い方説明→演
習・練習→成果を示す（評価）の形で行う。 
全体：オリエンテーション（全体集合場所は

〇板書技術についての説明を記録し、まとめ
る。（120 分） 
〇各担当者からの次時への課題を行う。
（120 分） 
 



WEBCLASS にて連絡） 
        グループ分け・ローテーション順決定 
    板書技術を身 

第 2 回  
4/21 

A 板書縦書き 1（主に国語：中⻄担当）模範例および
書き方説明 

◎グループによる練習と相互批正（240 分） 

第 3 回  
4/28 A 板書縦書き 2（主に国語：中⻄担当）演習・練習 〇各自実技課題練習（240 分） 

第 4 回  
5/12 
 

A 板書縦書き 3（主に国語：中⻄担当）実技テスト 
〇板書縦書きの要領を記録にまとめる。
（120 分） 
〇次期担当者からの課題を行う。（120 分） 

第 5 回  
5/19 

B 板書横書き 1（主に社会：松尾担当）模範例および
書き方説明 ◎グループによる練習と相互批正（240 分） 

第 6 回  
5/26 

B 板書横書き 2（主に社会：松尾担当）演習・練習 〇各自実技課題練習（240 分） 

第 7 回  6/2 B 板書横書き 3（主に社会：松尾担当）実技テスト 
〇板書横書きの要領を記録にまとめる。
（120 分） 
〇次期担当者からの課題を行う。（120 分） 

第 8 回  6/9 全体：中間ふり返り（指示された教室に全員集合） 
〇中間のふり返りを受けて不十分な部分を補
うとともに、これまでの記録を整理する。
（240 分） 

第 9 回  
6/16 

C 板書用道具の使い方 1（主に算数：上原担当）定規
やコンパス等の使い方説明 ◎グループによる練習と相互批正（240 分） 

第 10 回  
6/23 

C 板書用道具の使い方 2（主に算数：上原担当）演
習・練習 

〇各自実技課題練習（240 分） 

第 11 回  
6/30 

C 板書用道具の使い方 3（主に算数：上原担当）実技
テスト 

〇板書用道具の使い方の要領を記録にまとめ
る。（120 分） 
〇次期担当者からの課題を行う。（120 分） 

第 12 回  
7/7 

D 電子⿊板の使い方 1（吉田担当）使い方の模範例
と説明 

◎グループによる使い方練習（240 分）時間
指定あり 

第 13 回  
7/14 

D 電子⿊板の使い方 2（吉田担当）活用練習 
◎グループによる活用練習（240 分）時間指
定あり 

第 14 回  
7/21 

D 電子⿊板の使い方 3（吉田担当）活用テスト 

〇電子⿊板の使い方の要領を記録にまとめ
る。（120 分） 
〇「板書技術からの学び」を考える。（120
分） 

第 15 回  
7/28 

全体：リフレクション（指示された教室に全員集合） 
 「板書技術からの学び」についてグループワーク後
に全体発表。 

〇「板書技術からの学び」について、全体リ
フレクションをふまえて、記録にまとめる。
（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED223-
A01 

2.科目名 ⽣活 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、小学校⽣活科の目標を理解し、指導力の基礎を身に付けることを目的とします 
【概要】 
〇小学校⽣活科の成⽴過程から、幼稚園･保育園所との接続の重要性について学ぶ 
〇⽣活科の単元の概要を捉える 
〇学習内容に応じた活動計画の作成・活動案を⽴案する 
〇模擬授業やグループワークなどの体験を通して、授業の奥深さや面⽩さを体感する 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律性 ④問題発見･解決力 ⑥専門的知識･技能の活用力に関
連しています 
(1)⽣活科成⽴の背景を知り、⽣活科の目標について説明することができる 
(2)単元構成を考え、学習活動案を作成することができる 
(3)⽣活科の学習評価の在り方を考える 
(4)グループ活動を通して、教材開発に取り組むことができる 

19.教科書・教材 〇適宜資料を配布 

20.参考文献 〇文部科学省学習指導要領 
〇講義の中で資料を適宜配布 

21.成績評価 

評価の j 方法と配点は次の通りです 
・毎時間の授業ワークシートの作成   ２０％《学習目標(1)に対応》 
・レポート「小１プロブレムについて  １０％《学習目標(1)に対応》 
・レポート「まちたんけん」について  １０％《学習目標(3)に対応》 
・学習活動案の作成          ２０％《学習目標(2)(4)に対応》 
・総括試験              ４０％《学習目標（3）に対応、総括》 

22.コメント 
〇⽣活科について学ぶことは、子どもを中心とした授業や指導・支援の原点をまなぶことで
す。また、みんなと学びあう時間を共有することが大切です。１時間目から１５時間目まで
しっかりと出席すること。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

オリエンテーション 
○⽣活科Ⅰの学習概要について 
○受講のルールについて 
○シラバスの解説 
 

〇⽣活科的、自己紹介（子ども向け）を考え
てくる（90 分） 
 

【第２回】 
⽣活科の特徴とは 
○『単元名』から考える 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 



○グループワークで情報交換 
○ワークシートの作成 
 

【第３回】 

teacher or educator の問題 
○『身近な⽣きもの探検』から 
○グループワークで情報交換 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第４回】 

⽣活科のキーワード 
○『気づき』の重要性 
○実践事例：「チューリップの観察」について検討す
る。 
○グループワークで情報交換 
○ワークシートの作成 
 

〇小課題：「小一プロブレム」について調
べ、A4；1 枚の小レポート作成をする（180
分） 
 

【第５回】 

 「小一プロブレム」について考える 
○グループワークで情報交換と討議 
●小課題：「小一プロブレム」についての提出 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第６回】 

子どもたちの発達と⽣活科 
○「絵」を比較検討して、子どもたちの発達と低学年
特有の学習意欲について考える 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第７回】 

⽣活科のねらい 
○「気付き」とその階層について考える 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第８回】 

⽣活科の教科目標① 
○「目標設定」とその背景について考える 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

◎小課題：「町探検」と子どもの対応につい
て考えをまとめ、A4；1 枚の小レポート作成
をする（240 分） 
 

【第９回】 

 ⽣活科の教科目標② 
○「目標」の分類と特徴 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第１０
回】 

⽣活科と体験活動① 
○実践事例：「〇〇の芽はどこから出るのか？！」に
ついて検討する。 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第１１ ⽣活科と体験活動② ◎グループワーク；アンケートの仕上げ



回】 ○子どもたちの⽣活や体験をしるためにアンケートを
つくる。 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

（240 分） 
 

【第１２
回】 

⽣活科と体験活動③＆内容の全体構成 
○作成したアンケートの発表と討議 
●アンケート用紙の提出（各グループごと） 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第１３
回】 

⽣活科年間指導計画 
○年間計画作成上の配慮事項 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（90 分） 
 

【第１４
回】 

○年間計画作成上の配慮事項 
○グループワークで情報交換と討議の続き 
○まとめのテスト 
 

〇本時のふり返りと学びのまとめ（60 分)） 
 

【第１５
回】 

これまでの学びの総まとめ 
○グループワークで情報交換と討議 
○ワークシートの作成 
 

〇学習の総まとめ（180 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED224-
Y71 

2.科目名 
総合的な学習の時間の指導法（中・高） 
（教職 2 年） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 常陰則之 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
道徳、総合的な学習
（探求）の時間等の指
導法及び⽣徒指導、教
育相談等に関する科目
（総合的な学習（探
求）の時間の指導法） 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
教職必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 教職 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠) 
中学(英語) 中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 単独 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】各教科等で育まれる見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度か
ら俯瞰して捉え、実社会・実⽣活の課題を探究する学びを実現するために、指導計画の作成
および具体的な指導の仕方、並びに学習活動の評価に関する知識・技能を身に付ける。 
【概要】「総合的な学習（探求）の時間」は、実社会・実⽣活の課題を、広範な視野、多様
な視点から捉え、各教科等で育まれてきた様々な事物・事象への認識・理解・思考・判断・
表現・処理などの諸力を横断的に働かせながら探究し、具体的な解決や実現を目指す学びを
通して、よりよい自 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
◯総合的な学習（探求）の時間の意義と教育課程において果たす役割についての説明できる
（教科を越えて必要となる資質・能力の育成の視点から）。 
◯学習指導要領における総合的な学習（探求）の時間の目標並びに、各学校において目標及
び内容を定める際の考え方や留意点についての説明できる。 
◯各教科等との関連性を図りながら総合的な学習（探求）の時間の年間指導計画を作成する
ことの重要性についての、具体的な事例を通して理解し、年間指導計画が作成できる。 
◯主体的・対話的で深い学びを実現するような、総合的な学習（探求）の時間の単元計画を
作成することの重要性についての、具体的な事例を通して理解し、単元計画が作成できる。 
◯探究的な学習の過程及びそれを実現するための具体的な手⽴てについて説明でききる。 
◯総合的な学習（探求）の時間における児童及び⽣徒の学習状況に関する評価の方法及びそ
の留意点についての説明できる。 

19.教科書・教材 

高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説【総合的な探究の時間編】（文部科学省） 
https://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/new-cs/1407074.htm 
今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 高等学校編 ―総合的な学習の時間
を核とした課題発見・解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力等向上に関する指
導資料―（文部科学省、教育出版） 
https://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/sougou/main14̲a2.htm 

20.参考文献 

高等学校キャリア教育の手引き（文部科学省） 
https://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/career/1312816.htm 
改訂版「命の大切さ」を実感させる教育への提言（兵庫県教育委員会） 
https://www.hyogo-c.ed.jp/~inochi/index.html 



SSH 研究開発実施報告書（兵庫県⽴加古川東高等学校） 
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kakohigashi-hs/sciencemath̲ssh.html 

21.成績評価 

評価方法と配点は以下のとおりですが、「受講態度が好ましくない」「最終個別課題を提出し
ていない」の場合は、評価の対象とならない。 
①各回授業での受講態度（様々なねらいや形態で行われるグループワークやアクティビティ
ーへの主体的参加・貢献の様子を含む）＜30%＞ 
②各回授業毎のリアクションシートの記述内容＜30%＞ 
③「最終個別課題：講義の主題や重点事項を形式や内容に充分反映させた学習（探求）指導
単元案（具体的な要件等については最終段階の講義内で説明）」の量的・質的完成度＜40%
＞ 
 

22.コメント 
自らが小・中・高で経験してきた総合的な学習の時間での学びの記憶や実感を想起し、各回
の主題や具体的内容に重ねながら、学修課題に主体的に取り組むこと。 
授業はアクティブラーニング的に実施するので、授業への積極的な参加を期待します。 

23.オフィスアワー 授業の前後にて対応 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

「総合的な学習（探求）の時間」ガイダンス 
○ 意義と目標、学習指導要領とその法的仕組み、各
教科・校 
務分掌との関連（講義・グループワーク） 
目標・内容を定める際の考え方や留意点 
○ 教育課程への位置づけと学習原理（講義・グルー
プワーク） 
教科を越えて必要となる資質・能力 

ノート PC を持参 
【予習】 
教科書の該当部分をよく読んで、整理してお
く。 
【復習】 
学修ノート等の整理 

第 2 回 

全体計画とカリキュラム・マネジメント 
「総合的な学習（探求）の時間」の年間指導計画と評
価 
○ 年間指導計画、実践、評価の在り方、指導技術の
まとめ（講義・グループワーク） 
各教科等との関連を図った年間指導計画 
⽣徒の学習状況の分析と評価 
○ アクティブラーニングによる授業改善（講義・グ
ループワーク） 
グループワークのプロデュースとマネジメント 
グループワークによる探究サイクルの構築 
グループワークにおける論理性の獲得 
○ 実施後の経緯と現状としての諸課題（講義・グル
ープワーク） 

ノート PC を持参 
【予習】 
教科書の該当部分をよく読んで、整理してお
く。 
【復習】 
学修ノート等の整理 

第 3 回 

単元の指導計画 
仮想テーマの設定 
○ 高等学校における「総合的な学習（探求）の時
間」（講義・ペアワーク・グループワーク） 
「命の大切さ」を実感させる教育 
キャリア教育 
探究活動 
○ 実社会や実⽣活の諸課題に基づいてグループで共
有する「テーマ」の⽴ち上げ 
（グループワーク） 

ノート PC を持参 
【予習】 
自分の中学校・高等学校時代に受けた総合的
な学習の時間を整理しておく。 
★レポート提出（個人） 
【復習】 
学修ノート等の整理 
「テーマ」を実施するための課題の検討 



探究諸課題に基づいて、具体的に取り組むべき体験学
習や調べ学習などを見極め、役割分担の中に意識化 

第 4 回 

事例の紹介（いじめ・?殺予防、命の?切さ、探求、
キャ 
リア教育、NHK for School） 
年間指導計画及び実践案Ⅰ 
○ 教科等との連携による「知識・言葉」の学びの学
際（横断）化（講義・グループワーク） 
テーマ設定と各教科・領域との関連、単元構成の在り
方、単元構成の具体 

ノート PC を持参 
【予習】 
教科書の該当部分をよく読んで、整理してお
く 
年間指導計画案の作成検討 
【復習】 
学修ノート等の整理 
年間指導計画案の作成検討 

第 5 回 

指導の工夫 
年間指導計画及び実践案Ⅱ 
○ 機能的体験活動による「実際・⽣活」の学びとの
一連化（講義・グループワーク） 
テーマ設定と展開、地域との連携 

ノート PC を持参 
【予習】 
年間指導計画案の作成検討 
【復習】 
学修ノート等の整理 
★年間指導計画及び実践案（グループ毎） 

第 6 回 

評価の在り方 
単元案の作成Ⅰ 
○ ICT の活用（講義・グループワーク） 
有効な手⽴ての選択と活用力の伸⻑ 
○ 単元案の作成（ペアワーク・グループワーク） 
PDCA サイクルを活用した展開など 

ノート PC を持参 
【予習】 
教科書の該当部分をよく読んで、整理してお
く 
単元案の構想 
【復習】 
学修ノート等の整理 
単元案プレゼンの検討 

第 7 回 

単元の紹介と単元の指導計画の作成 
単元案の作成Ⅱ 
○ 単元案の作成（グループワーク） 
⽣徒を意識しながら 
○ 単元案プレゼンの作成（グループワーク） 
⽣徒・教師を意識しながら 

ノート PC を持参 
【予習】 
単元案プレゼンの検討 
【復習】 
学修ノート等の整理 
★単元案の提出（個人） 
★単元案プレゼンの提出（個人） 

第 8 回 

単元の指導計画の作成・発表 
プレゼン発表、相互評価 
○ 単元案プレゼン発表(個人またはグループ) 
○ 単元案プレゼン相互評価・教員講評 
○ 授業のまとめ 

ノート PC を持参 
【予習】 
単元案プレゼンの検討 
【復習】 
学修ノート等の整理 
★相互評価の提出（個人） 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED301-
A01 

2.科目名 初等社会科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、小学校教師として社会科の目標を理解し、授業の基礎を身に付けることを目的
とします。 
【概要】 
〇小学校社会科の基本理念（目標・特性等）について学ぶ。 
〇学習内容に応じた指導計画の作成法。指導計画に基づく指導案の作成法。 
〇作成した指導案の検討・分析などを通して、授業技術について学ぶ。 
〇模擬授業やグループワークなどの体験を通して、授業の奥深さ、面⽩さを体感する。  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの（1）自律的で主体的な態度（6）専門的知識･技能の活用力の
学習に関連しています。 
①小学校社会科の目標やねらい、学習内容などが理解できる。 
②小学校社会科の目標に則し授業プランを⽴案することができる 
③グループワークとして相互に模擬授業を提案する 
④知り得た内容に刺激を受けて、新たな疑問や関心をもち教材開発ができる 
⑤複数の事実の関連性を考えたり、ある事実から原因や結果を筋道⽴てて考えることができ
る。 
 

19.教科書・教材 
①適宜、資料を配布します 
②その他関連サイトの URL や関連資料について授業中に適宜紹介します 

20.参考文献 
○文部科学省学習指導要領（社会編） 
○講義の中で適宜提示する 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです 
・毎時間の授業ワークシートの作成     ２０％【学習目標①に対応】 
・課題１：社会科新聞「わたしのまち自慢」 １０%【学習目標④に対応】 
・課題２：指導略案①           １５％【学習目標②③に対応】 
・課題３：指導略案②           １５％【学習目標②③に対応】 
・総括試験                                          ４０％【学習目標①⑤に対
応】 

22.コメント 

〇授業とは奥深いものです。この講義を通して、社会科学習のおもしろさ、難しさなどを一
緒に体験しましょう。小学校学習指導要領での授業改善の視点として挙げられている「主体
的・対話的で深い学び」について皆さんと共に考えを深めていきたいと思います。１時間目
から１５時間目までしっかり出席して、仲間と時間と場を共有できる人を待っています。 



 
23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
4/11 

オリエンテーション   
・受講のルールについて ・講義の概要について（シ
ラバス）  
・小学校社会科の目標について 
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 

【第２回】 
4/18 

社会科指導計画・指導案の作成 具体的な手順・作成
方法 
・「一枚の絵」を使った授業（「3・４年⽣の内容」か
ら） 
◎グループでの情報交換と作業  
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 

【第３回】
4/25 

3.・4 年の学習内容と指導計画づくり 
・実践事例研究：「〇〇施設って」 
◎グループでの情報交換と作業 
・ワークシートの作成 
 

〇小課題①（120 分） 
〇本時のふり返りとまとめ（60 分） 
 

【第４回】
5/2 

3.・4 年の学習内容と指導案づくり① 
・実践事例研究：「地図」の授業 
◎グループでの情報交換と作業 
 ・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 

【第５回】
5/9 

3.・4 年の学習内容と指導案づくり② 
・実践事例研究：「都道府県名」の授業① 
◎グループでの情報交換と作業 
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 

【第６回】
5/16 

3.・4 年の学習内容と指導案づくり③ 
・実践事例研究：「都道府県名」の授業② 
◎グループでの情報交換と作業 
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 

【第７回】
5/23 

3.・4 年の学習内容と指導案づくり④ 
・実践事例研究：「スーパーマーケットで働く人」の
授業 
・プチ模擬授業  
◎グループでの情報交換と作業 
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第８回】
5/30 

3.・4 年の学習内容と指導案づくり⑤ 
・実践事例研究：「スーパーマーケットで働く人」の
授業 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 



・プチ模擬授業 
◎グループでの情報交換と作業 ・ワークシートの作
成 
 

【第９回】
6/6 

3・4 年の学習内容と指導案づくり⑥ 
・実践事例研究：「安全なくらし」の授業①〜標識あ
れこれ〜 
・プチ模擬授業 
◎グループでの情報交換と作業  
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第１０
回】6/13 

3・4 年の学習内容と指導案づくり⑦ 
・実践事例研究：「安全なくらし」の授業②〜⽕事を
防ぐ〜 
・プチ模擬授業 
◎グループでの情報交換と作業 
・ワークシートの作成 
 

◎小課題②「写真から指導略案をつくる」
（180 分） 
〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 

【第１１
回】6/20 

 3・4 年の学習内容と指導案づくり⑧ 
・実践事例研究：「安全なくらし」の授業③〜尼崎市
の⽕災統計から〜 
・プチ模擬授業 
◎グループでの情報交換と作業 
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第１２
回】6/27 

指導計画・指導案づくり①（模擬授業に向けて） 
・実践事例研究：「健康なくらし」の授業① 
・プチ模擬授業 
◎グループでの情報交換と作業  
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第１３
回】7/4 

指導計画・指導案づくり②（模擬授業に向けて） 
・実践事例研究：「昔のくらし」の授業 
・プチ模擬授業 
◎グループでの情報交換と作業  
・ワークシートの作成 
 

〇本時のふり返りとまとめ（90 分） 
 

【第１４
回】7/11 

総括試験 
「むかしのくらし」模擬授業ふりかえり  

【第１５
回】7/25 

総まとめ 
◎グループでの情報交換と作業  
・ワークシートの作成 
 

〇 全時のふり返りと総まとめ（240 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED302-
A01 

2.科目名 初等算数科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校二種（通信） 小学
校一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

＜授業の概要＞ 
小学校で実際に算数の授業を行うこと（教育実習含む）を念頭に置いて、それに必要な知
識・技能・考え方について、学習指導要領等を踏まえて理論的に学ぶとともに、模擬授業づ
くりなどのグループワークや演習を通して実践的に磨いていく。   
＜授業の目的＞ 
算数科における教育目標、目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された学習内容に
ついて背景となる数学の理論や法則と関連させて理解を深めるともに算数教育の理論をはじ
めとしたさまざまな学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方
法を 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連：問題発見解決力、専門知識の活用力 
（学修目標） 
①学習指導要領における算数科の目標及び主な内容並びに全体構造を理解している。 
②学習内容について指導上の留意点や評価の考え方を理解している。 . 
③数学の理論や法則（中・高で学ぶ内容を含む）との関係を理解し、教材研究に活用するこ
とができる。 
④子供の認識・思考、学力等の実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解している。 
⑤算数の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し、授業設計に活用するこ
とができる。 
⑥学習指導案の構成を理解し、具体的な授業を想定した授業設計と学習指導案を作成するこ
とができる。 
⑦模擬授業の実施とその振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

19.教科書・教材 必要に応じて、プリント等を用意します 
20.参考文献 小学校学習指導要領解説（算数編） 

21.成績評価 

〇ワークシート：15％…①②③④ 
〇小課題「算数科１単元についての教材観」：10％…①③④ 
〇ICT を活用した算数教材づくり：15％…①③⑤ 
〇模擬授業：20％…②④⑤⑦ 
〇模擬授業の展開例：15％…⑥ 
〇模擬授業指導案：15％…⑥⑦ 
〇模擬授業の振り返り：10％…②④⑤⑦ 

22.コメント 

○グループを組んで学習を進めていきます。座席を指定します。 
○よりよい算数の授業について考えよう。 
算数Ⅰおよび、これまでに学んだ教職科目（教育学概論、発達心理学、教育心理学、教職概
論 初等教育課程論 初等教育方法論 等）について復習したうえで受講してほしいと考え



ています。 
23.オフィスアワー ⽕曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/11 
第１回 オリエンテーション 
・授業の概要、学修目標、授業の進め方 

○小学校学習指導要領解説（算数編）第２章
第１節「算数科の目標」と小学校算数教科書
（図書館にある）に目を通し、双方に書かれ
ていることがどのようにつながっているのか
考えておく。（１２０分） 

4/18 

第２回 学習指導要領を検討しよう 
・算数教育の目標 
 具体的な算数科の内容を意識しながら、指導要領に
書かれた算数教育の目標の意味するところを解釈し、
6 年間で児童にどんな学力を身につけさせるべきか検
討する。 

○指導要領に書かれた「第○学年の目標」が
具体的に児童のどのような状態を示している
のか教科書の記述などを参考にしながら具体
例を考えておく。（１８０分） 
○小学校学習指導要領解説（算数編）第２
章、第３章に目を通し、各領域（数と計算、
量と測定、図形、数量関係）の系統性を整理
し、中・高校の内容にどのようにつながって
いくのか考えておく。（１２０分） 

4/25 

第３回 学習指導要領を検討しよう 
・算数教育の内容 
学習指導要領解説（算数編）を基にしながら、各学年
の内容を検討し 6 年間の算数教育の系統性や指導上
の留意点について考察する。また、中学校・高校で学
ぶ数学の内容や数学的理論・法則との繋がりについて
も整理する。 

 

5/2 

第４回 授業づくりの方法を学ぼう 
・教材研究の意義と方法 
算数授業の作り方、考え方、また教材研究、について
学ぶ 
・教具、学習の形態・方法について 
ＩＣＴを活用した、教材作りや授業方法またアクティ
ブラーニングを取り入れた学習形態・方法についての
考え方や留意点について実践例を検討しながら学ぶ。 

○第４回まで内容踏まえ、指定する算数科単
元について教材研究し、教材観としてまとめ
る。（３６０分）WebClass 提出（詳細は授
業で説明） 

5/9 

第５回 授業づくりの方法を学ぼう 
・授業の技術（発問、板書、教具） 
発問、板書などの指導技術や教具等、 実際に授業を
作っていくうえで必要な具体的知識・技能・考え方に
ついて学ぶ。 

 

5/16 

第６回 指導計画・指導案作成の方法 
・指導と評価の一体化を目指した授業計画 
学習評価の意義と考え方、観点別の指導目標と評価規
準の作り方、評価を見据えた授業の進め方等、指導と
評価の一体化の視点に⽴った単元及び本時の指導案作
りについて学ぶ。 
・良い指導案の書き方とそれに向けての考え方 
指導案を書く目的や意義やよい授業につながる分かり
やすい指導案作成の方法について、具体例を参照しな
がら学ぶ 
・模擬授業に向けて 

◎選択した教材を分析し、模擬授業の構想を
話しあう（１８０分） 



 グループ分け、担当学年・教材の選択 

5/23 

第７回 授業を見る目を養おう 
実際に行われた授業の記録（教師の発問と児童の発
言）を読みながら、教師の意図やねらい、技術につい
て検討する 
 

◎選択した教材を分析し、模擬授業の構想を
話しあう（１８０分） 

5/30 
第８回 授業を見る目を養おう 
達人（経験豊富な教員）の授業映像を観察しその意図
やねらい、技術について検討する。 

◎模擬授業台本づくりにむけて、具体的な発
問や児童の反応を細かく予想しておく（１８
０分） 

6/6 

第９回 算数授業をつくろう① 
・前時で行った構想に基づいて、指導と評価の計画、
および具体的な授業の台本や板書計画をつくる 
・必要に応じて教具なども作成する 
 

◎模擬授業台本、板書計画を完成し、リハー
サルを行うなど具体的に準備する（３００
分） 

6/13 

第１０回 算数授業をつくろう② 
・前時で行った構想に基づいて、指導と評価の計画、
具体的な授業の台本や板書計画をつくる 
・必要に応じて教具なども作成する 
 

◎模擬授業台本、板書計画を完成し、リハー
サルを行うなど具体的に準備する（３００
分） 

6/20 

第 11 回 模擬授業をしよう 
・いくつかの班で 1 つの大きなグループを作り、1 班
ずつ残りの班の学⽣相手に模擬授業を行う。 
・1 班 30 分程度×２班が発表する 
・発表後、全員で授業について検討を行い優れた点や
問題点を出し合う 
 

○模擬授業後の検討を踏まえ、振り返りをま
とめる。 （３６０分）WebCiass へ提出 
 

6/27 

第 12 回 模擬授業をしよう 
・いくつかの班で 1 つの大きなグループを作り、1 班
ずつ残りの班の学⽣相手に模擬授業を行う。 
・1 班 30 分程度×２班が発表する 
・発表後、全員で授業について検討を行い優れた点や
問題点を出し合う 
 

○模擬授業後の検討を踏まえ、振り返りをま
とめる。 （３６０分）WebCiass へ提出 
 

7/4 

第１3 回 模擬授業をしよう 
・いくつかの班で 1 つの大きなグループを作り、1 班
ずつ残りの班の学⽣相手に模擬授業を行う。 
・1 班 30 分程度×２班が発表する 
・発表後、全員で授業について検討を行い優れた点や
問題点を出し合う 
 

○模擬授業後の検討を踏まえ、振り返りをま
とめる。 （３６０分）WebCiass へ提出 
 

7/11 

第１4 回 模擬授業の振り返り 
・班ごとに、模擬授業を振り返り、目標、教材、指導
方法、発問、板書、評価などについて再度検討する。 
・検討の結果をもとに、指導案を修正する。 
 

○教材観，本時展開例を修正するともに児童
観，指導観，指導と評価の計画等を加筆し、
模擬授業指導案を完成させる。（３６０分）
WebCiass へ提出する。（詳細は授業で提
示） 
  
 

7/25 第１５回 まとめ ○教材観，本時展開例を修正するともに児童



 １４回の授業をふりかえり、児童にとっても教師
（自分自身）にとっても「よい」算数の授業を行うた
めに、課題とすべき点についてできるだけ具体的に検
討し、交流しあう。 
 

観，指導観，指導と評価の計画等を加筆し、
模擬授業指導案を完成させる。（３６０分）
WebCiass へ提出する。（詳細は授業で提
示） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED303-
A01 

2.科目名 初等理科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園教諭、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

（目的）小学校理科では、見通しを持って観察、実験などを行い、自然を愛する心情を育て
るとともに、科学的な見方や考え方を養うことが目標である。指導にあたっては、①日常⽣
活と関連付けるなど児童が自分なりの考えを持って学習に臨むこと、②自然に親しめるよう
楽しく学習できること、が重要である。本講義では、この２点重点を置き、小学校理科の指
導に関して、教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、小学校理科の学習内容に関する
理解を深めるとともに、評価方法や教材研究の方法を知り、授業設計を行う力を見につける
ことをねらいとする 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①小学校理科の目標及び内容を理解し、資料を用いながら説明することができる。 
②小学校理科の指導方法及び安全指導について理解し、その要点を説明することができる。 
③指導計画、指導案の作成方法を理解し、具体的な授業を想定した指導案とＴＰ案を作成す
ることができる。 
④小学校理科の内容理解のために、物理学の基礎的な現象を理解し、授業で取り扱った問題
を解くことができる。 

19.教科書・教材 

＊下記の教科書を必ず購入してください。ただし、2020 年度以降のものであれば最新版で
なくても構いません。 
・オープンセサミシリーズ教員採用試験対策参考書６小学校全科【教科書販売あり】（授業
内の演習で使用します。） 
・小学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、インターネットからダウンロード可）、小
学校理科の観察，実験の手引き詳細（文部科学省、インターネットからダウンロード可）、
配布資料 

20.参考文献 

・小学校の教科書（３、４、５、６学年） 
・「今こそ理科の学力を問う」日本理科教育学会、東洋館出版社 (2012/8/10) 
ISBN-13: 978-4491028279 
・「現代理科教育改革の特⾊とその具現化―世界の科学教育改革を視野に入れて」橋本 健
夫、川上 昭吾、鶴岡 義彦、東洋館出版社 (2010/08) 
ISBN-13: 978-4491025803 
・「クラスが元気になる！「学び合い」スタートブック」⻄川 純、学陽書房 
ISBN-13: 978-4313652101 

21.成績評価 

１．学習成果レポート（２５％） 
  ワークシートに指示された内容を記述し、期日までに提出する。 
２．模擬授業（１０％）グループ 
  授業を分かりやすくするための教材準備を行い、模擬授業をグループ員と協力して行う
ことができる。 
３．中間試験（１５％） 
  小学校理科の目標、内容、指導方法、安全指導について、資料を閲覧しながら説明でき
る。物理学の基礎的な現象について、問題を解くことができる。 
４．学習指導案、TP 案（１０％） 



  指導案をグループ員と協力して作成することができ、その内容に従い、個人でＴＰ案を
作 

22.コメント 

・科学技術は日々進歩し⽣活を豊かにしてきましたが、課題も多くさらなる発展が必要で
す。また、科学的な見方・考え方や理科教育法の教育方法は日常⽣活のいろいろな場面で役
に⽴つとともに、他の教科の指導にも有効です。身近で楽しい理科授業の実践のために、理
科教育法の基礎を楽しみながら学んで下さい。 
・予備実験や試してみたい実験があれば、理科室の利用が可能です。 
＊対面授業が出来ない場合は、授業方法・内容を大きく組み替えます。 
成績評価の割合は、別途授業中に示しますが、Webclass への提出物が大きな割合を占めま
すので、提出物をきちんと提出してくだい。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション  
・初等理科教育法の目的、方針について 
・成績評価について 
・理科教育の目的、歴史 

○現行の学習指導要領解説 理科編の第２章
第１節までを読み、理科の目標についてまと
めること。（60 分） 

第 2 回 

学習指導要領と理科の内容 
・現行の学習指導要領の目標と内容 
・学習指導要領の変遷 
・国際比較調査と中央教育審議会の答申 
 

○授業における観察、実験の役割と実験に対
する自身の考えをまとめること。（60 分） 

第 3 回 

理科教育の指導方法 
・理科の指導方法と観察・実験の役割 
・子どもとのコミュニケーション 
・理科の評価方法 
・教材研究への取り組み方１（教育内容・キーワー
ド、ねらい、基本実験、身近な教材、最先端科学、学
び合い） 

○物理基礎１の範囲の予習。（60 分） 

第 4 回 
授業設計基礎１ 
・単元構成と授業設計 
・物理基礎１ 

○物理基礎２の範囲の予習。（60 分） 
○実験・野外学習の際の安全に関する課題。
（90 分） 

第 5 回 

授業設計基礎２ 
・理科学習指導案の内容と作成方法、情報機器の活用
方法 
・教材研究への取り組み方２ 
・物理基礎２ 

○物理基礎３の範囲の予習。（60 分） 

第 6 回 

授業設計基礎３ 
・発問の重要性及び TP 案の意義と作成方法 
・教材研究への取り組み方３ 
・物理基礎３ 

◎次回までに担当グループは模擬授業の準備
を行うこと。（180 分） 
○物理基礎４の範囲の予習。（60 分） 

第 7 回 

中間試験 
・中間試験（学習指導要領、理科教育方法及び物理基
礎４まで） 
・安全指導の基本と発展 
 

中間試験の準備をしっかり行うこと。（120
分） 

第 8 回 
教材研究と実践１ 
・理科内容（3 年）、模擬授業 

◎次回までに担当グループは模擬授業の準備
を行うこと。(180 分) 



・物理基礎４ ○物理基礎５の範囲の予習。（60 分） 

第 9 回 
教材研究と実践２ 
・理科内容（４年）、模擬授業 
・物理基礎５ 

◎次回までに担当グループは模擬授業の準備
を行うこと。(180 分) 
○物理基礎６の範囲の予習。（60 分） 

第 10 回 
教材研究と実践３ 
・理科内容（５年）、模擬授業 
・物理基礎６ 

◎次回までに担当グループは模擬授業の準備
を行うこと。(180 分) 
○物理基礎７の範囲の予習。（60 分） 

第 11 回 
教材研究と実践４ 
・理科内容（５年）、模擬授業 
・物理基礎７ 

◎次回までに担当グループは模擬授業の準備
を行うこと。(180 分) 
○物理基礎８の範囲の予習 

第 12 回 
教材研究と実践５ 
・理科内容（６年）、模擬授業 
・物理基礎８ 

◎次回までに担当グループは模擬授業の準備
を行うこと。(180 分) 
○物理基礎９の範囲の予習。（60 分） 

第 13 回 
教材研究と実践６ 
・理科内容（６年）、模擬授業 
・物理基礎９ 

○物理基礎１０範囲の予習。（60 分） 

第 14 回 
・理科指導のポイント 
・物理基礎１０ 

・総括試験の準備をしっかりと行うこと。
(120 分) 

第 15 回 

初等理科教育法の振り返り 
・理科の教育目標と理科教育研究 
総括試験 
試験内容： 
・実験や野外活動における安全管理 
・学習指導案に関して 
・TP 案 
・物理基礎４〜１０ 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED304-
A01 

2.科目名 初等⽣活科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、小学校教師として⽣活科の目標を理解し、指導法の基礎を身に付けることを目
的とします 
【概要】 
〇⽣活科の基本理念について理解する。 
〇⽣活科の学習指導に必要な基礎知識や教育技術について学ぶ 
〇⽣活科の学習内容に応じた指導計画の作成法。指導計画に基づく指導案の作成法について
学ぶ 
〇作成した指導案の検討・分析などを通して、授業技術について学ぶ 
〇発表活動やグループワークなどを通して、授業のおもしろさ難しさなどの体験をする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰの（1）自律性 （2）専門的知識･技能の学習に関連しています。 
①⽣活科の理念や成り⽴ち、変遷について興味を持ち、⽣活科の基本理念について理解する
ことができる。 
②⽣活科の目標に則した授業プランを⽴案することができる 
③グループワークとして相互に模擬授業を提案することができる 
④知り得た内容に刺激を受けて、新たな疑問や関心をもち教材開発ができる 
⑤複数の事実の関連性を考えたり、ある事実から原因や結果を筋道⽴てて考えることができ
る 

19.教科書・教材 講義の中で適宜提示 

20.参考文献 
〇文部科学省小学校学習指導要領（⽣活） 
〇適宜資料を配布 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです 
・毎時間の授業ワークの作成  ２０％ 
・指導作成案①        ２０％ 
・指導案作成②        ２０％ 
・総括試験          ４０％ 
 

22.コメント 

〇低学年の子どもたちの発達特性に応じた、「⽣活科」の学習は、とてもおもしろいです
よ。講義と言うものは、出てナンボの世界です。１時間目から１５時間目まで、しっかりと
出席する意欲で受講してください。 
 



23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 

〇オリエンテーション 講義の概要と受講のルールに
ついて 
・受講のルールについて  
・講義の概要についての説明（シラバス） 
 

〇小課題：⽣活科的自己紹介の作成（90
分） 
 

【第２回】 

⽣活科の変遷 
・「単元名クイズ｝ 
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
 

【第３回】 

⽣活科の基本理念 
・ 「⽣活科ができて一番困ったのは？」 
◎グループでの情報交換 
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
 

【第４回】 

⽣活科設⽴の背景 
・ 実践事例研究：「学校探検」の検討  
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
 

【第５回】 

⽣活科と幼小の連携〜小１ギャップの問題〜 
・実践事例研究：「アサガオの栽培①」の検討  
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇課題：「アサガオｗぽそだてよう」指導案
作成（90 分） 
 

【第６回】 

グループでの中間まとめ①（小レポート作成） 
・実践事例研究：「アサガオの栽培②」の検討  
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
 

【第７回】 

⽣活科「ヒト・モノ・コト」を関わる力 
・実践事例研究：「アサガオの栽培③」の検討  
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
 

【第８回】 

⽣活科の学習内容〜⽣活実態調査から〜 
・子どもの⽣活実態についての意見交換   
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成 
  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分）  
◎⽣活調査のアンケート作成（180 分） 
 

【第９回】 

⽣活科授業の指導案づくり① 
・実践事例研究：「身近な植物探検」   
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
◎「指導案」の作成（180 分） 
 



  
 

【第１０
回】 

⽣活科授業の指導案づくり② 
・実践事例研究：「身近な⽣き物その①」   
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成 
  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
◎「身近な自然」についての調査（180 分） 
 

【第１１
回】 

⽣活科の内容理解を深める① 
・ 実践事例研究：「身近な⽣き物その②」   
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
 

【第１２
回】 

⽣活科の内容理解を深める② 
・実践事例研究：「花や実の汁で遊ぼう」   
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：指導案作成「身近なものを使っ
てあそぼう」（90 分） 
 

【第１３
回】 

⽣活科の内容理解を深める② 
・実践事例研究：「石で遊ぼう」   
◎グループでの情報交換  
・ワークシートの作成  
 

〇自己課題：本時のふり返りとまとめ（90
分） 
◎単元計画の作成（180 分） 
 

【第１４
回】 

テスト＆レポート  

【第１５
回】 

講義の総まとめ 
・⽣活科の内容の階層性 

〇自己課題：総まとめ（180 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED306-
A01 

2.科目名 ⽣徒指導論 (小)(2019 年度⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
道徳、総合的な学習の
時間等の指導法及び⽣
徒指導、教育相談等に
関する科目 ⽣徒指導
の理論及び方法 進路
指導（キャリア教育に
関する基礎的な事項を
含む。）の理論及び方法
を含む） 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
教職必修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種 中
学(英語) 中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限 小学校免許取得者 

17.授業の目的と概要 

 ⽣徒指導は、学校の教育目標を達成するために、学習指導とともに重要な役割を担ってい
る。それは、個、及び集団としての児童の人格のよりよい発達を目指す具体的、実際的な教
育活動である。 
 近年、小学校での⽣徒指導も、問題行動の低年齢化、粗暴化、集団化に加え、急激な SNS
の普及によりその対処の範囲も広域化・複雑化しており、問題行動現象への実践的方法や態
度が教師に強く要求されている。 
 小学校の⽣徒指導について、その意義だけでなく、小学校⽣徒指導の目指す根幹に触れ、
健全な人格形成に向けての支援と援助ができるよう、小 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

dp（６）専門的知識・技能の活用力 
〇一人一人の児童⽣徒の人格を尊重し、個性の伸⻑を図りながら社会的資質や行動力を高め
組織的な⽣徒指導を進めていくために必要な知識・技能を身につける。 
dp（５）コミュニケーションスキル 
〇ここでの学びが実際の教育現場での実践や指導に繋がり役⽴てるものである。 
 

19.教科書・教材 笑育ドリル 晃洋書房 

20.参考文献 

笑育のすすめ エイチエス出版 
文部科学省⽣徒指導の手引き  
⽣徒指導提要 
 

21.成績評価 

①ワークシートの作成…40％  
②学級通信の作成  …30％  
③最終テスト………  30％ （⽣徒指導のまとめ） 
 

22.コメント 
〇教科書「笑育ドリル」を演習などに活用して進めます。必ず購入してください。 
＊「初等学校経営論」で使用したものと同じですから、2 冊購入する必要はありません。 
〇小学校教育現場で役に⽴つ児童理解の基礎を学びます。教育実習や教員採用試験にも役⽴



つので積極的に参加してください。 
〇コロナウィルスの影響等を考慮し、ZOOM による遠隔で対応する場合があります。
webclass 等を参照することを忘れないようにしてください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【１回目】 
〇小学校⽣徒指導の目指すもの 
  ・子どもの⽣活状況と子どもの変化 
 

○社会の変化と⽣徒指導についての振り返り
(2 時間） 
 

【2 回目】 

〇小学校⽣徒指導の意義と概観  
・学習指導と⽣徒指導 学級経営と⽣徒指導 
・分かる授業、楽しい授業と⽣徒指導の関係 
 

○学習指導と⽣徒指導についての考察 t と振
り返り（2 時間） 

【3 回目】 

〇児童理解の基本的⽴場 
・児童理解の方法 子どもを理解するとは…子どもの
発達 
・自尊感情を育てるために子どもの内面を深く理解す
る 
・子ども理解のための具体的方策 
 

○子ども理解についての振り返り（2 時間） 

【4 回目】 

〇小学校⽣活の支援と指導  
・⽣徒指導の校内体制 全校であたる⽣徒指導 緊急
時の指導体制 
・みんなで協力する⽣徒指導体制 
・緊急時の対応と危機管理体制 
 

○学校における緊急時の対応についての振り
返り（2 時間） 

【5 回目】 

〇教育相談と⽣徒指児童理解の基本的⽴場 
・教育相談の基本 養護教諭の役割と連携 関係諸機
関との連携 
・温かい児童理解を目指したカウンセリングマインド
を通して 
 

〇教育相談の基本 養護教諭の役割と連携 
関係諸機関との連携等についての振り返り
（２時間） 

【6 回目】 

〇学級経営と⽣徒指導  
・集団のルールづくり  個を大切にする集団づくり 
・学級経営と⽣徒指導も関係 
・集団の中で育つ規範意識と個を大切にする集団づく
りとは 
・ソシオメトリックテストと U-2 テストについて  
 

〇学級経営と⽣徒指導についての振り返り
（2 時間） 

【7 回目】 

〇基本的⽣活習慣と学校⽣活  
・朝の会、帰りの会、給食、清掃  係活動、班活動
等 
・基本的⽣活習慣のとは  
・学校の役割と家庭との連携  
 

〇基本的⽣活習慣と学校⽣活、家庭との連携
の重要性等についての振り返り（２時間） 
 

【8 回目】 
〇様々な問題行動の理解と対応①  
 ・いじめを作らない学級づくり 子どもの内面にお

〇いじめの予防と対処についての振り返り
（2 時間） 



ける問題行動  
 ・いじめの定義 なぜいじめが起こるのか 
 ・子どもの内面の理解 
 ・いじめの予防とその対策について 
 

 

【9 回目】 

〇様々な問題行動の理解と対応② 
・学級が機能しない状況とその対応 
・教師の指示が通らない学級とは  
・学級崩壊を未然に防ぐために   
 

〇学級が機能しない状況とその対応等につい
ての振り返り（２時間） 
 

【10 回目】 

〇進路と⽣徒指導 
・自己の将来に夢や希望を抱き将来の⽣き方や進路に
関する学習 
・各教科とキャリア教育の関係 
 

〇進路と⽣徒指導についての振り返り（2 時
間） 
※学級通信作成課題の提示 

【11 回目】 

〇学級経営と⽣徒指導  
・保護者との連携 
・保護者への説明責任 
 

〇⽣徒指導と保護者連携についての振り返り
（2 時間） 

【12 回目】 

〇普遍的な人権文化の確⽴を目指して  
・男女共同参画社会 特別支援教育 
・人権の歴史から考える  
 

〇普遍的な人権文化から見た⽣徒指導のあり
方についての振り返り（２時間） 

【13 回目】 
〇様々な問題行動とその対応①  
・事例研究① 
・事例集を基にグループワークで討論する 

〇事例集を基にした場面指導についての振り
返り（1 時間） 
 

【14 回目】 

〇テスト＆レポート 
〇様々な問題行動とその対応②  
・事例研究② 
・事例集を基にグループワークで討論する 
 

〇第１回から１3 回までのワークシート及び
全資料持参のこと 
※学級通信づくり 

【15 回目】 
〇小学校⽣徒指導のまとめ  
・小学校⽣徒指導の実際  
 

・事例集を元に、場面指導、ロールプレイに
ついて復習する。（1 時間） 
・全体のまとめ 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED307-
A01 

2.科目名 理科Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教員免許状取得予定者 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 幼稚園教諭、小学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習、実験 
16.履修制限 人数上限：理科室収容人数 

17.授業の目的と概要 
本演習では、主として，A 物質・エネルギーの領域で小学校理科の指導を行う上で、教師
として習得していなければならない基本的な実験のスキルを中心に学びます。 
また、小学校 4，5，6 年⽣の題材を取り上げ，模擬授業を行います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

安全に留意し、主体的に実験に取り組む事ができる。 
理科学習指導案を作成し、模擬授業を行う事ができる。 
化学の基礎について理解できる。 

19.教科書・教材 
・小学校理科の観察，実験の手引き詳細（文部科学省、インターネットからダウンロード
可）、配布資料 

20.参考文献 ・小学校の教科書（４、５、６学年） 

21.成績評価 

１ 各実験等の後の実験レポートの評価（webclass へ提出） 40% 
2 模擬授業の授業づくり（ワークシート，指導案，評価資料及び模擬授業評価） 20% 
3 模擬授業（ワークショップによる授業分析） 20％ 
4  小テスト（化学基礎） 20％ 

22.コメント 
小学校で行われている実験と模擬授業を中心に行います。小学校教諭志望の学⽣はぜひ履修
してください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 オリエンテーション ・理科Ⅰの演習概要（扱う小
学校理科教材） 
 ・HG（ホームグループ）編成 

 

第 2 回 

 小 4「電気の働き」，小５「電磁石の働き」，「もの
の溶け方」小６「水溶液の性質」等について、「観
察・実験の手引きに基づき，小学校で扱う基本的な理
科実験を行い，指導方法，安全指導の在り方を検討
し，実験レポートとして提出する。 

〇小 4 「金属，水，空気と温度」の実験に
ついて，実験 1~3 の実験を「観察・実験の
手引き」に基づき，小学校で扱う基本的な理
科実験を行い，指導方法，安全指導の在り方
を検討し，実験レポートとして提出する。
（ 実験レポート提出 20 分） 

第 3 回 

 小 4「金属，水，空気と温度」の実験について，
「観察・実験の手引き」に基づき，小学校で扱う基本
的な理科実験を行い，指導方法，安全指導の在り方を
検討し，実験レポートとして提出する。 

〇小 4 「金属，水，空気と温度」の実験に
ついて，実験 6~8 の実験を「観察・実験の
手引きに基づき，小学校で扱う基本的な理科
実験を行い，指導方法，安全指導の在り方を
検討し，実験レポートとして提出する。
（ 実験レポート提出 20 分） 

第 4 回 

 小 4「電気の働き」の実験について，「観察・実験
の手引き」に基づき，小学校で扱う基本的な理科実験
を行い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，実験
レポートとして提出する。 

〇小 4 「電気の働き」の実験について，実
験 1~3 の実験を「観察・実験の手引きに基
づき，小学校で扱う基本的な理科実験を行
い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，



実験レポートとして提出する。（ 実験レポ
ート提出 20 分） 

第 5 回 

 小 5「物の溶け方」の実験について，「観察・実験
の手引き」に基づき，小学校で扱う基本的な理科実験
を行い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，実験
レポートとして提出する。 

〇小 5「物の溶け方」の実験について，実験
1~3 の実験を「観察・実験の手引きに基づ
き，小学校で扱う基本的な理科実験を行い，
指導方法，安全指導の在り方を検討し，実験
レポートとして提出する。（ 実験レポート
提出 20 分） 

第 6 回 

 小 5「物の溶け方」の実験について，「観察・実験
の手引き」に基づき，小学校で扱う基本的な理科実験
を行い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，実験
レポートとして提出する。 

〇小 5「物の溶け方」の実験について，実験
4~5 の実験を「観察・実験の手引きに基づ
き，小学校で扱う基本的な理科実験を行い，
指導方法，安全指導の在り方を検討し，実験
レポートとして提出する。（ 実験レポート
提出 20 分） 

第 7 回 

 小 5「電流の働き」の実験について，「観察・実験
の手引き」に基づき，小学校で扱う基本的な理科実験
を行い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，実験
レポートとして提出する。 

〇小 5「電流の働き」の実験について，実験
1~2 の実験を「観察・実験の手引きに基づ
き，小学校で扱う基本的な理科実験を行い，
指導方法，安全指導の在り方を検討し，実験
レポートとして提出する。（ 実験レポート
提出 20 分） 

第 8 回 

 小 6「燃焼の仕組み」の実験について，「観察・実
験の手引き」に基づき，小学校で扱う基本的な理科実
験を行い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，実
験レポートとして提出する。 

〇小 5「燃焼の仕組み」の実験について，実
験 1~2 の実験を「観察・実験の手引きに基
づき，小学校で扱う基本的な理科実験を行
い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，
実験レポートとして提出する。（ 実験レポ
ート提出 20 分） 

第 9 回 

 小 6「水溶液の性質」の実験について，「観察・実
験の手引き」に基づき，小学校で扱う基本的な理科実
験を行い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，実
験レポートとして提出する。 

〇小 5「水溶液の性質」の実験について，実
験 1~2 の実験を「観察・実験の手引きに基
づき，小学校で扱う基本的な理科実験を行
い，指導方法，安全指導の在り方を検討し，
実験レポートとして提出する。（ 実験レポ
ート提出 20 分） 

第 10 回 
1 理科実験における安全指導 
2 自然と学校における安全・安心 

〇学習指導案作成のための題材を選定し提出
する。（ 実験レポート提出 20 分） 

第 11 回 
指導計画（指導案，ワークシート，その他の教材）を
作成し），各自模擬授業の準備をする。 

〇 授業記録（指導計画案）を作成し，提出
する。 

第 12 回 
小テスト 
・化学基礎 
・理科実験の基本と注意事項 

 

第 13 回 
模擬授業を実施し，ワークショップ形式の授業分析を
行う。 

〇 授業分析シート（ワークシート ワーク
ショップのまとめ）をで提出。 
〇 授業分析表を作成し，提出。 

第 14 回 模擬授業を実施し，ワークショップ形式の授業分析を
行う。 

〇 授業分析シート（ワークシート ワーク
ショップのまとめ）をで提出。 
〇 授業分析表を作成し，提出。 

第 15 回 
模擬授業を実施し，ワークショップ形式の授業分析を
行う。 

〇 授業分析シート（ワークシート ワーク
ショップのまとめ）をで提出。 



〇 授業分析表を作成し，提出。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED311-
A01 

2.科目名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 中学校教職 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 小学校一種 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教師としての資質向上をめざす態度を育成し、また、人間尊重について理解するために、実
習施設である社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状などを理解するとともに、対
象者の⽣活、障害の状況、特性など全体像の把握する。 
 ★ 実習は社会福祉施設で５日間、特別支援学校で２日間の計７日間実施する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
 ①社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状を理解する。 
 ②社会的に弱い⽴場にいる人、困っている人たちがいることに関心を持ち、感覚や感性を
働かせ、相手の⽴場に⽴って感じる、考える、想像するなどの共感的な態度や理解ができ
る。 
 ③社会福祉施設及び特別支援学校において、現場で求められるニーズに対して、他者と協
働して積極的に行動できる。 
 ④教師としての資質向上する態度を身に付ける。 
[関連するディプロマポリシー] 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性）(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）(3) 
多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解）(4) 問題発見・解決力 (5) コミュ
ニケーションスキル (6) 専門的知識・技能 の活用力 
 

19.教科書・教材 『教師をめざす人の介護等体験ハンドブック 5 訂版』 現代教師養成研究会編 大修館書店 
20.参考文献 適宜提示する。 

21.成績評価 

実習計画書等の提出物、実習の総合評価による。 
１．講義と実習の振り返りレポート 40％【学習目標①②③④に対応】 
２．計画書（5％×2 回） 10％【学習目標①に対応】 
３．体験評価（特別支援学校 20％、社会福祉施設 30％） 50％【学習目標①②③④に対
応】 
  （検温報告書（体験開始 2 週間前、体験期間中、体験終了後 2 週間）の提出含む）  
※コロナ禍の状況により評価を変更する場合がある 
※注意点：今年度の介護等体験の実施はコロナ禍の影響で不確実である。体験が実施できな
い場合、昨年度と同様に介護等体験の代替 

22.コメント 

1 回目の授業時に授業内容と介護等体験実習のオリエンテーションを行うので、必ず出席す
ること。 
また、昨年度の介護等体験のオリエンテーション時に配布された介護等体験に関するファイ
ル持参すること。 
各実習証明書、記録日誌は、実習終了後に教職センター（尼崎キャンパス４階）に提出しな
ければならない（小中教員免許申請に必要）。 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
オリエンテーション… 教科書 pp.8-10 
・介護等体験実習の意義、この授業でのベンチマーク
などについて理解する。 

〇実習前までに、実習先（特別支援学校、社
会福祉施設）の情報を収集するとともに、実
習の目標をたてる。（随時）（240 分） 
〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.11-29 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 2 回】 
教師としての資質  … 教科書 pp.12-17 
・教師として必要な資質・能力について学ぶ。 
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.30-47 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 3 回】 

介護等体験への臨み方  … 教科書 pp.18-33 
・実習体験と手順、実習課題と自己目標の設定、実習
記録の書き方、実習に関する注意について理解する。
  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.48-61 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 4 回】 

特別支援学校での介護等体験  … 教科書 pp.34-45  
・特別支援教育の歴史、特別支援学校の概要、介護等
体験の内容について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.62-73 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 5 回】 
社会福祉施設での介護等体験 … 教科書 pp.46-58 
・社会福祉施設の歴史と概要、介護等体験の内容につ
いて学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 

【第 6 回】 特別支援学校実習① 
・特別支援学校での実習（その 1） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 7 回】 
特別支援学校実習② 
・特別支援学校での実習（その 2）  
 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 8 回】 社会福祉施設実習① 
・社会福祉施設での実習（その 1） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 9 回】 
社会福祉施設実習② 
・社会福祉施設での実習（その 2） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 10 回】 
社会福祉施設実習③ 
・社会福祉施設での実習（その 3） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 11 回】 
社会福祉施設実習④ 
・社会福祉施設での実習（その 4） 〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 12 回】 
社会福祉施設実習⑤ 
・社会福祉施設での実習（その 5） 

〇実習で学んだことを整理し、振り返りを行
い、教育実習における課題を設定する。（随
時）（120 分） 

【第 13 回】 
介護等体験についての報告 
・介護等体験の内容と学んだことについて報告する。
また、報告者の内容から学ぶ。 

〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。
（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.74-86 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 14 回】 実習総括、実習課題と自己目標について  … 教科 〇今回の授業の復習をする。（120 分） 



書 pp.60-70 
・実習後の心得を学ぶ。 

〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。
（120 分） 

【第 15 回】 

介護等体験実習のまとめ、実習記録物の提出（実習が
終わったときに随時） 
・介護等体験と講義の振り返りと提出物の確認をす
る。  
 

〇最終レポートの作成（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED311-
M01 

2.科目名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習 (教職 3 年) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中学校教職 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 中学(社会) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教師としての資質向上をめざす態度を育成し、また、人間尊重について理解するために、実
習施設である社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状などを理解するとともに、対
象者の⽣活、障害の状況、特性など全体像の把握する。 
 ★ 実習は社会福祉施設で５日間、特別支援学校で２日間の計７日間実施する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
 ①社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状を理解する。 
 ②社会的に弱い⽴場にいる人、困っている人たちがいることに関心を持ち、感覚や感性を
働かせ、相手の⽴場に⽴って感じる、考える、想像するなどの共感的な態度や理解ができ
る。 
 ③社会福祉施設及び特別支援学校において、現場で求められるニーズに対して、他者と協
働して積極的に行動できる。 
 ④教師としての資質向上する態度を身に付ける。 
 

19.教科書・教材 『教師をめざす人の介護等体験ハンドブック 5 訂版』 現代教師養成研究会編 大修館書店 
20.参考文献 適宜提示する。 

21.成績評価 

実習計画書等の提出物、実習の総合評価による。 
１．小課題（4％×5 回）  20％【学習目標①②③④に対応】 
２．講義と実習の振り返りレポート 20％【学習目標①②③④に対応】 
３．計画書（5％×2 回） 10％【学習目標①に対応】 
４．実習評価（特別支援学校 15％、社会福祉施設 35％） 50％【学習目標①②③④に対
応】 

22.コメント 

1 回目の授業時に授業内容と介護等体験実習のオリエンテーションを行うので、必ず出席す
ること。 
また、昨年度の介護等体験のオリエンテーション時に配布された介護等体験に関するファイ
ル持参すること。 
各実習証明書、記録日誌は、実習終了後に学修支援センターに提出しなければならない（小
中教員免許申請に必要）。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション… 教科書 p11 まで 
・介護等体験実習の意義、この授業でのベンチマーク
などについて理解する。 

〇実習前までに、実習先（特別支援学校、社
会福祉施設）の情報を収集するとともに、実
習の目標をたてる。（随時）（240 分） 
〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.11-29 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 



【第 2 回】 
教師としての資質  … 教科書 pp.12-17 
・教師として必要な資質・能力について学ぶ。 
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.30-47 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 3 回】 

介護等体験への臨み方  … 教科書 pp.18-33 
・実習体験と手順、実習課題と自己目標の設定、実習
記録の書き方、実習に関する注意について理解する。
  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.48-61 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 4 回】 

特別支援学校での介護等体験  … 教科書 pp.34-45  
・特別支援教育の歴史、特別支援学校の概要、介護等
体験の内容について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.62-73 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 5 回】 
社会福祉施設での介護等体験 … 教科書 pp.46-58 
・社会福祉施設の歴史と概要、介護等体験の内容につ
いて学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 

【第 6 回】 
特別支援学校実習① 
・特別支援学校での実習（その 1） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 7 回】 
特別支援学校実習② 
・特別支援学校での実習（その 2）  
 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 8 回】 
社会福祉施設実習① 
・社会福祉施設での実習（その 1） 〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 9 回】 
社会福祉施設実習② 
・社会福祉施設での実習（その 2） 〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 10 回】 社会福祉施設実習③ 
・社会福祉施設での実習（その 3） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 11 回】 
社会福祉施設実習④ 
・社会福祉施設での実習（その 4） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 12 回】 
社会福祉施設実習⑤ 
・社会福祉施設での実習（その 5） 

〇実習で学んだことを整理し、振り返りを行
い、教育実習における課題を設定する。（随
時）（120 分） 

【第 13 回】 
介護等体験についての報告 
・介護等体験の内容と学んだことについて報告する。
また、報告者の内容から学ぶ。 

〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。
（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.74-86 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 14 回】 
実習総括、実習課題と自己目標について  … 教科
書 pp.60-70 
・実習後の心得を学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。
（120 分） 

【第 15 回】 
介護等体験実習のまとめ、実習記録物の提出（実習が
終わったときに随時） 
・介護等体験と講義の振り返りと提出物の確認をす

〇最終レポートの作成（240 分） 



る。  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED311-
y01 

2.科目名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習 （教職 3 年） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中学校教職 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 中学(社会) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教師としての資質向上をめざす態度を育成し、また、人間尊重について理解するために、実
習施設である社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状などを理解するとともに、対
象者の⽣活、障害の状況、特性など全体像の把握する。 
 ★ 実習は社会福祉施設で５日間、特別支援学校で２日間の計７日間実施する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
 ①社会福祉施設や特別支援学校の役割と機能、現状を理解する。 
 ②社会的に弱い⽴場にいる人、困っている人たちがいることに関心を持ち、感覚や感性を
働かせ、相手の⽴場に⽴って感じる、考える、想像するなどの共感的な態度や理解ができ
る。 
 ③社会福祉施設及び特別支援学校において、現場で求められるニーズに対して、他者と協
働して積極的に行動できる。 
 ④教師としての資質向上する態度を身に付ける。 
 

19.教科書・教材 『教師をめざす人の介護等体験ハンドブック 5 訂版』 現代教師養成研究会編 大修館書店 
20.参考文献 適宜提示する。 

21.成績評価 

実習計画書等の提出物、実習の総合評価による。 
１．小課題（4％×5 回）  20％【学習目標①②③④に対応】 
２．講義と実習の振り返りレポート 20％【学習目標①②③④に対応】 
３．計画書（5％×2 回） 10％【学習目標①に対応】 
４．実習評価（特別支援学校 15％、社会福祉施設 35％） 50％【学習目標①②③④に対
応】 

22.コメント 

1 回目の授業時に授業内容と介護等体験実習のオリエンテーションを行うので、必ず出席す
ること。 
また、昨年度の介護等体験のオリエンテーション時に配布された介護等体験に関するファイ
ル持参すること。 
各実習証明書、記録日誌は、実習終了後に学修支援センターに提出しなければならない（小
中教員免許申請に必要）。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション… 教科書 p11 まで 
・介護等体験実習の意義、この授業でのベンチマーク
などについて理解する。 

〇実習前までに、実習先（特別支援学校、社
会福祉施設）の情報を収集するとともに、実
習の目標をたてる。（随時）（240 分） 
〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.11-29 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 



【第 2 回】 
教師としての資質  … 教科書 pp.12-17 
・教師として必要な資質・能力について学ぶ。 
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.30-47 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 3 回】 

介護等体験への臨み方  … 教科書 pp.18-33 
・実習体験と手順、実習課題と自己目標の設定、実習
記録の書き方、実習に関する注意について理解する。
  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.48-61 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 4 回】 

特別支援学校での介護等体験  … 教科書 pp.34-45  
・特別支援教育の歴史、特別支援学校の概要、介護等
体験の内容について学ぶ。  
 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.62-73 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 5 回】 
社会福祉施設での介護等体験 … 教科書 pp.46-58 
・社会福祉施設の歴史と概要、介護等体験の内容につ
いて学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 

【第 6 回】 
特別支援学校実習① 
・特別支援学校での実習（その 1） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 7 回】 
特別支援学校実習② 
・特別支援学校での実習（その 2）  
 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 8 回】 
社会福祉施設実習① 
・社会福祉施設での実習（その 1） 〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 9 回】 
社会福祉施設実習② 
・社会福祉施設での実習（その 2） 〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 10 回】 社会福祉施設実習③ 
・社会福祉施設での実習（その 3） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 11 回】 
社会福祉施設実習④ 
・社会福祉施設での実習（その 4） 

〇実習の準備と振り返り（240 分） 

【第 12 回】 
社会福祉施設実習⑤ 
・社会福祉施設での実習（その 5） 

〇実習で学んだことを整理し、振り返りを行
い、教育実習における課題を設定する。（随
時）（120 分） 

【第 13 回】 
介護等体験についての報告 
・介護等体験の内容と学んだことについて報告する。
また、報告者の内容から学ぶ。 

〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。
（120 分） 
〇次回の予習として、教科書 pp.74-86 を読
んで、わからないところをチェックする。
（120 分） 

【第 14 回】 
実習総括、実習課題と自己目標について  … 教科
書 pp.60-70 
・実習後の心得を学ぶ。 

〇今回の授業の復習をする。（120 分） 
〇介護等体験経験者の報告内容を通して、自
らの介護等体験を振り返る。あるいは、その
内容から学び、自身の介護等体験にいかす。
（120 分） 

【第 15 回】 
介護等体験実習のまとめ、実習記録物の提出（実習が
終わったときに随時） 
・介護等体験と講義の振り返りと提出物の確認をす

〇最終レポートの作成（240 分） 



る。  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED312-
A01 

2.科目名 社会Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 小学校教諭一種免許 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、特に小学校３年・４年⽣の社会科教材について、「主体的・対話的で深い学
び」の視点で授業設計の基本を身に付けることを目的とします。 
【概要】 
〇学習指導要領における小学校社会科教育の目標・内容等のねらいやポイントを理解しつつ
社会科の教育実践につなげる。 
 ・小学校社会科教育の目標・内容と具体的な実践との比較研究 
 ・社会科教育における資料の活用を中心として学習スキルを検討・研究する 
 ・発表活動、グループワークなどの体験を通した指導法の研究  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ①自律性 ④問題発見･解決力 ⑥専門的知識･技能の活用力に関
連しています 
（1）3 年･4 年の単元の概要について説明することができる 
（2）「分かる授業」を目指し、1 時間の学習の構成を⽴案することができる 
（3）発問・板書・ノート指導等を効果的に活用し模擬授業を行う 
（4）グループで模擬授業を実施し、改善策を⽴てることができる 
 

19.教科書・教材 講義の中で適宜提示 

20.参考文献 
〇文部科学省小学校学習指導要領 
〇講義の中で適宜提示 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです 
・毎時間の授業ワークシートの作成  ２０％《学習目標(1)に対応》 
・学習指導案の作成         ２０％《学習目標(2)(4)に対応》 
・模擬授業の実施          ２０％《学習目標(3)に対応》 
・総括試験             ４０％《総括･ふりかえり》 

22.コメント 

学習指導要領を理解し、その上で資料の活用力を高め、実践力に結びつけましょう。アクテ
ィブラーニングの講義は集団思考に価値があります。従って、出てナンボの世界です。休む
ことは講義での時間をみんなと共有できていないことですから、１時間目から１５時間目ま
でしっかりと出席しましょう！！ 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
オリエンテーション 
○社会科Ⅰ学習内容の概要と受講のルール  
○シラバスについての詳細な解説 

〇社会科的自己紹介クイズの作成（90 分） 
 



  
 

【第２回】 

新学習指導要領と教育基本法 
○学習指導要領社会科編改正の要点とポイントについ
て 
○自己紹介クイズの発表と提出 
○ワークシートの作成 
 

〇学習指導要領社会科編の要点についてまと
める（180 分） 
 

【第３回】 

社会科学習スキルにおける資料の読み取り指導① 
○資料の読み取りのコツ 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇資料の読み取りのコツについてまとめる
（180 分） 
 

【第４回】 

社会科学習スキルにおける資料の読み取り指導② 
○グラフ資料の読み取りと活用 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇グラフ資料の読み取りの演習（180 分） 
 

【第５回】 

社会科学習スキルにおける資料の読み取り指導③ 
○写真資料の読み取りと活用 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
  
 

◎資料（グラフと写真）を活用した指導略案
の作成①（270 分） 
 

【第６回】 

指導略案の検討会① 
○各グループの指導案の発表と検討 
  
 

〇本時のまとめと指導案作成のふり返り
（90 分） 
 

【第７回】 

社会科学習スキルにおける資料の読み取り指導④ 
○絵資料と写真資料の比較（それぞれの良い点とマイ
ナス面他） 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇絵資料と写真資料の違いについてまとめる
（180 分） 
 

【第８回】 

社会科学習スキルにおける資料の読み取り指導⑤ 
○地図帳の読み取り 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇地図の読み取りクイズを考える（180 分） 
 

【第９回】 

社会科学習スキルにおける資料の読み取り指導⑥ 
○文章資料の読み取り 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

◎資料（地図と文章資料）を活用した指導略
案の作成②（180 分） 
 

【第１０
回】 

指導略案の検討会② 
○各グループの指導案の発表と検討 
 

〇本時まとめと指導案作成のふり返り（90
分） 
 



【第１１
回】 

社会科学習スキルにおける資料の読み取り指導⑦ 
○実物資料の活用 
○グループワークで意見交換 
○ワークシート 
 

〇実物資料の活用についてまとめる（180
分） 
 

【第１２
回】 

社会科学習スキルにおける調べ学習のコツ① 
○導入の工夫、発問の工夫 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇プチ指導案の作成（90 分） 
 

【第１３
回】 

社会科学習スキルにおける調べ学習のコツ② 
○オープンエンドの授業 
○グループワークで意見交換 
○ワークシートの作成 
 

〇プチ指導案の作成（90 分） 
 

【第１４
回】 

まとめのテストと指導案作成 
 

 

【第１５
回】 

これまでの学びのまとめ 
○グループワークで意見交換 
 

〇まとめのシート提出(180 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED314-
A01 

2.科目名 家庭 3.単位数 2 

4.授業担当教員 奥川あかり 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・実習・演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

１．小学校家庭科の目標・内容・特性を踏まえ，衣食住，消費⽣活，環境に関する基礎的・
基本的な知識を身につけ，家族・家庭⽣活の意義や地域の人々との関わりの重要性について
理解する 
２．家庭⽣活の意義を理解し，調理や裁縫などの基礎的・基本的な技術を身に着け，子ども
の目線にたった学習教材を開発する力を養う 
３．ひとりの⽣活者・消費者として健全なライフスタイルを築き，家庭や地域の⽣活課題を
主体的に解決するために⽣活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育成する 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．小学校家庭科の目標・内容・特性を説明できる 
２．用具を安全に取り扱い，安全で衛⽣的な実習が実施できる 
３．基礎的・基本的な裁縫の技術を習得し，解説できる 
４．グローバルな視点から日本の伝統的な日常食について説明できる 
５．家庭⽣活に関わる持続可能な社会の構築を目指した授業設計ができる 

19.教科書・教材 東京書籍『小学校家庭科(文部科学省認定済教科書)』 
20.参考文献 文部科学省『小学校学習指導要領解説(家庭編)』東洋館出版社（2018） 

21.成績評価 
評価方法と配点は次の通りです。 
・試験（実技試験を含む）・・30 点［学習目標１・３・４・５］ 
・学習の記録（全 14 回）・・・70 点［学習目標２・４・５］ 

22.コメント ⽣活の見直しや改善を通じて，子どもたちが誇りを持って⽣き⽣きと暮らせる社会の実現を
目指しましょう。裁縫や調理に苦手意識を持つ人も，この機会に克服しましょう。 

23.オフィスアワー 授業開始前・終了後（教室または家庭科室，講師控室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法・留意点） 
講義：小学校家庭科の目標及び概要 

◆持参物：教科書・Web Class が利用でき
る端末（ノート PC 等）は毎回持参◆ 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第２回 講義：家族と家庭⽣活を取り巻く現状と課題 
演習①：多様化する家族・家庭⽣活への対応 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第３回 
講義：家族と地域社会 -高齢者とともに⽣きる- 
演習②：人の尊厳と家族，地域社会との連携 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第４回 

講義：衣⽣活の現状と課題 ‐既製服社会と向き合う
- 
活動：手縫いの基礎（玉結び・玉どめ・なみ縫い・か
がり縫い） 

持参物：裁縫用具（針・手縫い糸・糸切鋏） 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第５回 
講義：衣服の着用と手入れ 
活動：手縫いの基礎（返し縫い・ボタン付け） 

持参物：裁縫用具（ボタン・針・手縫い糸・
糸切鋏） 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 



第６回 
講義：⽣活を豊かにするための布を用いた製作 
活動：ミシン縫いの基礎 

持参物：裁縫用具（ミシン糸・糸切鋏） 
教室外学習：復習・ノート整理・学習の記録 

第７回 
実技テスト：玉結び・玉どめ・なみ縫い・返し縫い・
かがり縫い・ボタン付け・ミシンの準備と直線縫い 

持参物：裁縫用具（針・手縫い糸・ミシン
糸・糸切はさみ・ボタン） 
提出物：基礎縫い実施作品 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第８回 講義：食⽣活の現状と課題 
演習③：食物アレルギーへの対策 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第９回 
講義：調理の基礎 -食中毒の予防- 
演習④-1：伝統的な日常食の調理計画 

持参物：調理本，⾊鉛筆またはカラーペン 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第１０回 

講義：栄養を考えた食事 
演習④-2：伝統的な日常食の調理計画 
演習⑤：調理室の設備と器具の安全と衛⽣の点検 
 

持参物：調理本，⾊鉛筆またはカラーペン 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第１１回 
調理実習：日本の伝統的な日常食の調理（米飯・味噌
汁） 
実験：米の給水量を調べる 

持参物：エプロン，三角巾，布巾，分担され
た材料（米・味噌・具材） 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第１２回 

演習⑥：調理実習の振り返り（分析・評価・課題の発
見） 
講義：衣食住の⽣活 快適な住まい方 -ダニ・カビ
の退治法- 

講義外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第１３回 
講義：物や金銭の使い方と買い物 
演習⑦：賢い消費者を目指して -環境宣言- 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第１４回 
講義：環境に配慮した⽣活 -地球家族- 
演習⑧：持続可能な開発のための取り組み 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・学習
の記録 

第１５回 総括：これからの家庭科教育に望むこと 教室外学習：復習・ノート整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED316-
A01 

2.科目名 小学校教育実習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するもので
す。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED316-
A02 

2.科目名 小学校教育実習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するもので
す。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED316-
A03 

2.科目名 小学校教育実習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するもので
す。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED316-
A04 

2.科目名 小学校教育実習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡修一、小笠原侃、水本隆正 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するものです。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師養成のための 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED317-
A01 

2.科目名 小学校教育実習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するもので
す。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED317-
A02 

2.科目名 小学校教育実習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するもので
す。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED317-
A03 

2.科目名 小学校教育実習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するもので
す。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED317-
A04 

2.科目名 小学校教育実習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡修一、小笠原侃、水本隆正 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許（通
信） 

11.先修条件 

教育心理学 
発達心理学 
心理学概論 を受講済のこと 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するものです。 
【概要】 
 教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場で、経験豊
富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって体験、実践
するものです。 
 実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解を深め、教師の⽣き方や指
導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知識、指導技術、姿勢・態度等
を身に付けるための重要な役割を持っています。 
 小学校教師養成のための 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標はＤＰ（1）自律性 （3）多様性理解 （6）専門的知識･活用力 
①様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解を深め、学習技術や学級経営を体験的に学ぶなどの実践演習をしっかり積むこと
ができる 
③将来へのキャリア形成について考えることができる 

19.教科書・教材 実習校で使用している各教科の教科書及び副読本 

20.参考文献 

文部科学省小学校学習指導要領 
文部科学省小学校学習指導要領解説書 
小学校教育実習ガイド（萌文書林) 
関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック 
 

21.成績評価 

①教育実習校での評価 ７０％ 
②実習日誌の記述 １０％（評価後に返却） 
③授業観察記録 １０％（評価後に返却） 
④資料等の整理 １０％（評価後に返却） 
 

22.コメント 
教育実習は、学校教育に実際の場で、教育活動を自ら体験するもので、将来得難い経験や体
験の宝庫です。教師になるために欠くことのできないものであり、責任を持って積極的に参
加してください 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A01 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】  
 この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的としま
す。 
【概要】 
 教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究
と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目
的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さら
に、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなけ
ればならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し受
け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲がもてるよう
にする 

19.教科書・教材 
・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・⽣徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に⽣かそうとしているか  
・各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
・グループワーク        2０％  
・発表・レポート      ３０％ 
  中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の
前提になるので注意すること。 

22.コメント 
この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し
く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回目 「第 1 回」  〇 ワークシート１「子どもたちの発



４/１４ 〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 
・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

達の姿」 
〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
４/２１ 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
４/２８ 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先⽣のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
５/１２ 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景《動画》を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を書
こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
５/１９ 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程のついて調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
５/２６ 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
６/２ 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 
〇板書練習《グループワーク》  
 

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成
する 
 ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 「第８回」  〇ワークシート８「指導略案をつくろ



  ６/９ 〇学習指導の実際②  
・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

う」 ２時間 

第９回 
 ７/７ 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  ７/１４ 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 １２/５ 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）  
・小グループでの協議  
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 １２/１
２ 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・小グループでの協議 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A02 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】  
 この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的としま
す。 
【概要】 
 教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究
と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目
的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さら
に、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなけ
ればならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し受
け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲がもてるよう
にする 

19.教科書・教材 
・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・⽣徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に⽣かそうとしているか  
・各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
・グループワーク        2０％  
・発表・レポート      ３０％ 
  中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の
前提になるので注意すること。 

22.コメント 
この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し
く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回目 「第 1 回」  〇 ワークシート１「子どもたちの発



４/１４ 〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 
・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

達の姿」 
〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
４/２１ 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
４/２８ 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先⽣のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
５/１２ 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景《動画》を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を書
こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
５/１９ 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程のついて調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
５/２６ 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
６/２ 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 
〇板書練習《グループワーク》  
 

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成
する 
 ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 「第８回」  〇ワークシート８「指導略案をつくろ



  ６/９ 〇学習指導の実際②  
・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

う」 ２時間 

第９回 
 ７/７ 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  ７/１４ 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 １２/５ 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）  
・小グループでの協議  
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 １２/１
２ 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・小グループでの協議 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A03 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】  
 この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的としま
す。 
【概要】 
 教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究
と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目
的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さら
に、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなけ
ればならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し受
け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲がもてるよう
にする 

19.教科書・教材 
・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・⽣徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に⽣かそうとしているか  
・各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
・グループワーク        2０％  
・発表・レポート      ３０％ 
  中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の
前提になるので注意すること。 

22.コメント 
この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し
く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回目 「第 1 回」  〇 ワークシート１「子どもたちの発



４/１４ 〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 
・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

達の姿」 
〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
４/２１ 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
４/２８ 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先⽣のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
５/１２ 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景《動画》を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を書
こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
５/１９ 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程のついて調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
５/２６ 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
６/２ 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 
〇板書練習《グループワーク》  
 

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成
する 
 ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 「第８回」  〇ワークシート８「指導略案をつくろ



  ６/９ 〇学習指導の実際②  
・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

う」 ２時間 

第９回 
 ７/７ 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  ７/１４ 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 １２/５ 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）  
・小グループでの協議  
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 １２/１
２ 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・小グループでの協議 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED318-A04 2.科目名 教育実習事前事後指導 
3.単位
数 

1 

4.授業担当教員 水本隆正 

5.授業科目の区分 
展開科目 
教育分野における実務経験
のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学期〜
秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
小学校教諭一種免許 
小学校教諭二種免許 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概
要 

【目的】 
この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的とします 
【概略】 
教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究と
指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、その意義や目的、
教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。さらに、人
間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルールや守らなければな
らない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総じて、実習 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（1）自律的で主体的な態度 （3）多様な文化やその背景を理解し
受け入れる能力 （6）専門的知識･技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①将来の夢や目標の実現に向けて、様々な教育現場の問題点や課題を知る 
②児童理解、学習技術や学級経営を体験的に学ぶことで、実習への期待と意欲が持てるよう
にする 

19.教科書・教材 
・関⻄国際大学小学校教育実習ハンドブック（無料） 
・小学校教育実習ガイド（萌文書林 １８９０円） 

20.参考文献 
・文部科学省小学校学習指導要領 
・文部科学省小学校学習指導要領解説書 
・⽣徒指導提要 

21.成績評価 

①各回のワークシート（評価後に返却） 
   決められた学習終了時に課題を提示する。  課題報告書は次学習時提出する。 
②学習に積極的に、実習のための知識や技能を学ぼうとしているか（意欲・態度・熱意） 
③実習で学んだことを、今後に⽣かそうとしているか  
各回のワークシート       ５０％   (１０×5 回） 
グループワーク        2０％  
発表・レポート      ３０％ 
 中間レポート及び教育実習実施後（12 月）の最終レポート（ふりかえり）も単位認定の前
提になるので注意すること。 

22.コメント 
この授業は、教育実習を行うための基本的な事項を学習します。この学習で得た知識を正し
く理解し、実習で実践するための大切な授業です。積極的に、欠席することなく参加し、ベ
ンチマークを達成してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回目 
4/14 

「第 1 回」  
〇オリエンテーション     学習の進め方・ルール 

〇 ワークシート１「子どもたちの発
達の姿」 



・評価について    プロローグ   教育実習の意
義                 ・昨年度の教育実習
から  小学校教育の概要と役割   
・小学校教員に期待されるも
の                                     ・
事前オリエンテーションについて    
・連絡事項  
 

〇復習 教育実習 事務手続き １時
間 
〇次回予習 学校現場の１日の流れ 
１時間 

2 回目 
4/21 

「第 2 回」   
〇小学校教育実習全体の流れ   
・小学校について   
・小学校教育と関係法  
・文部科学省と教育委員会   
・学校現場    
・１日の流れ 
 

〇宿題 ワークシート２「特別支援教
育について」 ２時間 

3 回目 
4/28 
 

「第３回」  
〇教育実習中のこころえ  
・子どもと先⽣のかかわり   
・学級へのかかわり 
・配慮しておきたい事項 
 

〇ワークシート３「教育実習最初の挨
拶は・・・（職員・全校児童・学級児
童）」 

4 回目 
5/12 
 

「第 4 回」    
〇授業記録のとり方（実際の現場の授業風景「動画」を観
て） 
〇実習日誌の書き方（記録例から）      
 

課題〇 ワークシート４「授業記録を
書こう」（今回は授業後提出） 

5 回目 
5/19 

「第 5 回」   
〇学校での活動内容①  
・職員会、各委員会、職員研修、学年打合せ、学年研究、
学級事務        
 ワークシート５「教育課程について調べよう」 

○復習 小学校の活動内容 １時間 
 ○予習 外国語活動  総合的な学
習  特別活動 １時間 
 

第 6 回 
5/26 

「第 6 回」   
〇学校での活動内容② 
・外国語活動、総合的な学習、特別活動  
 

〇宿題ワークシート６「人権教育につ
いて調べよう」 ２時間 

第 7 回 
6/2 
 

「第 7 回」  
〇学習指導の実際① 
・指導略案の形式と内容（目標・学習活動・留意点・支
援・評価・発問・板書･･･）書き方       
〇ワークシート７「授業の実際についてまとめよう」 
〇板書練習《グループワーク》  
 

※ ６月 3 日〜６月 24 日   
◎宿題 グループワーク  
  グループ課題「指導略案をつくろ
う」         
 各グループで２つの指導略案を作成
する 
 ５教科のうち 2 教科提出  ４時
間  
◎宿題 挨拶作成 ３時間 
 

第８回 
  6/9 

「第８回」  
〇学習指導の実際②  

〇ワークシート８「指導略案をつくろ
う」 ２時間 



・指導略案の書き方確認   指導略案づくり  板書練習 
【連絡】 
 ※ 次週から 2 回、特別講義「実習で、わかる授業をする
には」があります。  
 

第９回 
 7/7 

「第９回」   
〇学習指導の実際③  
・学習指導案 形式と内容（単元目標・指導にあたって 
・趣旨・指導計画・評価計画 
・ 教材観・児童観・指導観･･･本時の学習） 
・研究授業に向けて  
 

〇ワークシート９「研究会に向けた指
導案づくり」 ３時間 

第１０回 
  7/14 

「第１０回」   
〇実習日誌・各記録の書き方   
〇資料整理の仕方   
〇挨拶文作成（はじめと終わり・お礼の手紙）《グループワ
ーク》  
  
 

〇ワークシート１０「挨拶文 お礼の
手紙を書こう」 

第１１回 
 12/5(月） 
  １限 
 (予定） 
 

「第１１回」   
〇小学校教育実習報告   振り返り討論 
・最終レポート作成① （学んだこと・気付いたこと・考
えたこと・困ったこと・悩んだこと・感動したこと・印象
に残っていることなど）   
・小グループでの協議 
・発表 

実習日誌、指導案、各種記録の提出 
○各種記録の点検、整理 ５時間 
 

第 1２回 
 12/12
（月） 
 １限 
 (予定） 
 

「第 1２回」    
〇小学校教育実習全体のまとめ  
・最終レポート作成②（小学校教員について・自らの将来
について・これから目指すこと･･･） 
・教育実習の成績評価について  
 

宿題 最終レポート  ５時間 

   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED320-
A01 

2.科目名 ⽣徒・進路指導論（小） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
道徳、総合的な学習の
時間等の指導法及び⽣
徒指導、教育相談等に
関する科目 ⽣徒指導
の理論及び方法 進路
指導（キャリア教育に
関する基礎的な事項を
含む。）の理論及び方法
を含む） 
 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
教職必修 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種 中
学(英語) 中学(社会) 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義と演習 
16.履修制限 小学校免許取得者 

17.授業の目的と概要 

【目的】小学校教育現場に即した⽣徒指導の活動と内容を理解すること。その上で、小学校
の⽣徒指導について、その意義だけでなく、小学校⽣徒指導の目指す根幹に触れ、健全な人
格形成に向けての支援と援助ができる力を身につけるようにする。 
【概要】様々な事例研究を通して、受容と共感的理解に基づく⽣徒指導の方法論や、小学校
教育の重要な柱である教師と児童の人間関係づくり、及び組織的に教師が連携して⽣徒指導
を展開する方法など理解し、身に付けることも大きなねらいの一つである。 
 大きな社会の変化に伴う、小学校での⽣徒指導の問題 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

dp（６）専門的知識・技能の活用力 
〇一人一人の児童⽣徒の人格を尊重し、個性の伸⻑を図りながら社会的資質や行動力を高め
組織的な⽣徒指導を進めていくために必要な知識・技能を身につける。 
dp（５）コミュニケーションスキル 
〇ここでの学びが実際の教育現場での実践や指導に繋がり役⽴てるものである。 
 

19.教科書・教材 笑育ドリル 晃洋書房 

20.参考文献 

笑育のすすめ エイチエス出版 
文部科学省⽣徒指導の手引き  
⽣徒指導提要 
 

21.成績評価 

①ワークシートの作成…40％  
②学級通信の作成  …30％  
③最終テスト………  30％ （⽣徒指導のまとめ） 
 

22.コメント 

〇教科書「笑育ドリル」を演習などに活用して進めます。必ず購入してください。 
＊「初等学校経営論」と同じものですから、2 冊購入する必要はありません。 
〇小学校教育現場で役に⽴つ児童理解の基礎を学びます。教育実習や教員採用試験にも役⽴
つので積極的に参加してください。 



〇コロナウィルスの影響等を考慮し、ZOOM による遠隔で対応する場合があります。
webclass 等を参照することを忘れないようにしてください。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【１回目】 
〇小学校⽣徒指導の目指すもの 
  ・子どもの⽣活状況と子どもの変化 
 

○社会の変化と⽣徒指導についての振り返り
(2 時間） 
 

【2 回目】 

〇小学校⽣徒指導の意義と概観  
・学習指導と⽣徒指導 学級経営と⽣徒指導 
・分かる授業、楽しい授業と⽣徒指導の関係 
 

○学習指導と⽣徒指導についての考察 t と振
り返り（2 時間） 

【3 回目】 

〇児童理解の基本的⽴場 
・児童理解の方法 子どもを理解するとは…子どもの
発達 
・自尊感情を育てるために子どもの内面を深く理解す
る 
・子ども理解のための具体的方策 
 

○子ども理解についての振り返り（2 時間） 

【4 回目】 

〇小学校⽣活の支援と指導  
・⽣徒指導の校内体制 全校であたる⽣徒指導 緊急
時の指導体制 
・みんなで協力する⽣徒指導体制 
・緊急時の対応と危機管理体制 
 

○学校における緊急時の対応についての振り
返り（2 時間） 

【5 回目】 

〇教育相談と⽣徒指児童理解の基本的⽴場 
・教育相談の基本 養護教諭の役割と連携 関係諸機
関との連携 
・温かい児童理解を目指したカウンセリングマインド
を通して 
 

〇教育相談の基本 養護教諭の役割と連携 
関係諸機関との連携等についての振り返り
（２時間） 

【6 回目】 

〇学級経営と⽣徒指導  
・集団のルールづくり  個を大切にする集団づくり 
・学級経営と⽣徒指導も関係 
・集団の中で育つ規範意識と個を大切にする集団づく
りとは 
・ソシオメトリックテストと U-2 テストについて  
 

〇学級経営と⽣徒指導についての振り返り
（2 時間） 

【7 回目】 

〇基本的⽣活習慣と学校⽣活  
・朝の会、帰りの会、給食、清掃  係活動、班活動
等 
・基本的⽣活習慣のとは  
・学校の役割と家庭との連携  
 

〇基本的⽣活習慣と学校⽣活、家庭との連携
の重要性等についての振り返り（２時間） 
 

【8 回目】 
〇様々な問題行動の理解と対応①  
 ・いじめを作らない学級づくり 子どもの内面にお
ける問題行動  

〇いじめの予防と対処についての振り返り
（2 時間） 
 



 ・いじめの定義 なぜいじめが起こるのか 
 ・子どもの内面の理解 
 ・いじめの予防とその対策について 
 

【9 回目】 

〇様々な問題行動の理解と対応② 
・学級が機能しない状況とその対応 
・教師の指示が通らない学級とは  
・学級崩壊を未然に防ぐために   
 

〇学級が機能しない状況とその対応等につい
ての振り返り（２時間） 
 

【10 回目】 

〇進路と⽣徒指導 
・自己の将来に夢や希望を抱き将来の⽣き方や進路に
関する学習 
・各教科とキャリア教育の関係 
 

〇進路と⽣徒指導についての振り返り（2 時
間） 
※学級通信作成課題の提示 

【11 回目】 

〇学級経営と⽣徒指導  
・保護者との連携 
・保護者への説明責任 
 

〇⽣徒指導と保護者連携についての振り返り
（2 時間） 

【12 回目】 

〇普遍的な人権文化の確⽴を目指して  
・男女共同参画社会 特別支援教育 
・人権の歴史から考える  
 

〇普遍的な人権文化から見た⽣徒指導のあり
方についての振り返り（２時間） 

【13 回目】 
〇様々な問題行動とその対応①  
・事例研究① 
・事例集を基にグループワークで討論する 

〇事例集を基にした場面指導についての振り
返り（1 時間） 
 

【14 回目】 

〇テスト＆レポート 
〇様々な問題行動とその対応②  
・事例研究② 
・事例集を基にグループワークで討論する 
 

〇第１回から１3 回までのワークシート及び
全資料持参のこと 
※学級通信づくり 

【15 回目】 
〇小学校⽣徒指導のまとめ  
・小学校⽣徒指導の実際  
 

・事例集を元に、場面指導、ロールプレイに
ついて復習する。（1 時間） 
・全体のまとめ 
 



1.授業コード 
（ナンバリン
グ） 

PED321-M01 2.科目名 ⽣徒・進路指導論（中・高） （教職） 
3.単位
数 2 

4.授業担当教
員 

森啓二 

5.授業科目の
区分 

 6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学
期 

8.履修可能な
専攻 

 
9.履修学
年 

 

10.取得資格の
要件  11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態  

16.履修制限 特になし 

17.授業の目的
と概要 

⽣徒指導の理論及び指導方法、キャリア教育の理論及び指導方法を身に付けることを目的としま
す。 
具体的には、⽣徒指導やキャリア教育の実践されている具体的な事例を学び理解する。その後それ
らの事例に対する考察を個人及びグループで行い、さまざまな課題に対する改善策を検討します。
この取組を通し、将来教師になった時の実践的応用力を養います。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関
連 

本科目の学習目標は DP の（３）多様性理解（５）コミュニケーションスキル（６）専門的知識・
技能の活用力の学修に関連します。                                                          
本科目の学習目標は次のとおりです。                                             
①⽣徒指導を教育活動全体と関連付けながら理解できる。                                                
②自分なりの⽣徒指導の具体的な進め方を身に付けることができる。                                                
③キャリア教育の理論を理解し、具体的な指導手順を身に付けることができる。 
 

19.教科書・教
材 

「⽣徒指導提要」（文部科学省編教育図書）平成 23 年 1 月                                            
「中学校キャリア教育の手引き」（文部科学省編教育出版）平成 23 年 5 月 
 

20.参考文献 
１ 毎回授業プリントを配布します。                                      
２ 「中学校学習指導要領」（文部科学省）東山書房 平成３０年３月 
 

21.成績評価 

〇評価の方法と配
点                                      ・課題レポー
ト 2 回  40 点（各課題
20)                                     ・授業中の課題発表 10
点                                          ・最終確認テス
ト 50 点                                          
       専門用語の理解（選択問題及び記述問題） 30 点    課題への論述問 

22.コメント メールや WebClass に設定した質問箱で質問ができます。 
23.オフィスア
ワー 

授業前や授業後も質問することができます。理解しにくかった内容や疑問点は積極的に質問してく
ださい。 

24.授
業

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



回
数 

第１
回 

〇オリエンテーション（・本講義の内容、目標、評価の方法・講義
の進め方・受講する上での注意点・使用テキストについて）                
〇⽣徒指導の基本的な考え方                           
〇集団指導と高別指導の方法原理について 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第２
回 

〇⽣徒指導と学校運営につい
て                          ・学校
目標と⽣徒指導の関連
性                           ・教
育活動と⽣徒指導の関連
性                           ・⽣
徒指導の前提となる人間観、教育観、指導観について 
 

予習１  WebClass で配信した授
業資料の関連する箇所を、テキスト
で確認    予習２ 各自の中高
時代の⽣徒指に受けた⽣徒指導の印
象をまとめ、授業中に発表  
 

第３
回 

〇教科及び道徳教育と⽣徒指導の関連
性                    ・各教科における⽣
徒指導の位置づ
け                       ・道徳教育と
⽣徒指導の関連性 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認      レポート作成  
授業中に課題指示、WebClass から
提出  
 

第４
回 

〇「総合的な学習の時間」及び「特別活動」と⽣徒指導の関連
性       ・総合的な学習の時間と⽣徒指導の類似
性                   ・学級活動と⽣徒指
導                                 
・⽣徒会活動、部活動と⽣徒指
導                          ・学校
行事と⽣徒指導 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第５
回 

〇⽣徒指導とキャリア教育の関連
性                        ・⽣徒指導
はキャリア教育の一環であるという視
点               ・基本的⽣活習慣の定着がキャ
リア教育の基盤であるという視点 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第６
回 

〇学校における⽣徒指導体
制                            ・
学校における⽣徒指導の組
織                           ・⽣
徒指導の年間指導計
画                              
・職員研修の在り
方                                  
・⽣徒指導関連資料の収集と保
管                             
・⽣徒指導の評価と改善 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第７ 〇⽣徒の発達心理と教育相談の進め 予習  WebClass で配信した授業



回 方                      ・⽣徒理解の重
要
性                                  
・児童⽣徒の心理と発
達                               
・⻘年期の心理と発
達                                  
・⽣徒理解のための資料の収集 
 

資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第８
回 

〇全⽣徒を対象にした⽣徒指導の理論と進め
方                ・組織的対応の必要
性       ・関係機関との連
携             ・守秘義務と説明責
任       ・学級担任としての指導方法        ・
安全指導 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第９
回 

〇個別の課題をもつ⽣徒に対する⽣徒指導
１                  ・問題行動の早期発見と
効果的な指導法                     ・発
達障害⽣徒への対
応                               
・喫煙、飲酒、薬物乱用の対
応                            ・
非行少年の定義      ・暴力行為の４形態 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第１
０回 

〇個別の課題をもつ⽣徒に対する⽣徒指導
２                  ・いじめの定義と現状及
び対
応                           ・命
の教育と自殺防止         ・児童虐待の現状と対
応        ・家出少年の対応            ・
不登校の現状と対応 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認      レポート作成 授
業中に課題指示 WebClass から提
出  
 

第１
１回 

〇⽣徒指導と法制度につい
て                            ・
校則の意義と課
題                                  
・学校における懲戒処分と体罰防
止                        ・出席停止
につい
て                                  
・⻘少年育成に関する法令      ・非行少年の処遇 
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第１
２回 

〇進路指導とキャリア教育につい
て                        ・進路指導
とキャリア教育の違
い                          ・キャ
リア教育の必要性とその背

予習１  WebClass で配信した授
業資料の関連する箇所を、テキスト
で確認    予習２ 各自の中学
時代の進路指導の体験をまとめ、授
業中に発表  



景                         ・キャリ
ア教育が目指すもの 
 

 

第１
３回 

〇キャリア教育の内容と指導方法につい
て                    ・キャリア教育の学
習プログラ
ム                          ・勤労
観、職業観の育
成                                
・職業教育とキャリア教育の関連性 
 

予習  ・WebClass で配信した授
業資料の関連する箇所を、テキスト
で確認     ・各自が中高時代
に経験した進路指導の内容を思い出
し、授業中に発表づる。  
 

第１
４回 

〇小中高等学校におけるキャリア教育の具体的進め
方            ・小中高等学校におけるキャリア発達
の違いと目標              ・中学校におけるキャ
リア教育の実践
例                      ・高等学校にお
けるキャリア教育の実践例                
 

予習  WebClass で配信した授業
資料の関連する箇所を、テキストで
確認  
 

第１
５回 

〇これからのキャリア教育の進め方と確認テス
ト                ・キャリア教育の推進と地域
等との連携                       ・兵
庫県の取り組み例（トライやるウィーク） 
 

予習１  WebClass で配信した授
業資料の関連する箇所を、テキスト
で確認    予習２ トライやる
ウィークを体験した学⽣は、体験談
をまとめておき、授業中に発表
  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED322-
A01 

2.科目名 外国語 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 小学校教諭（コアカリ科
目） 

11.先修条件 「外国語の指導」（秋学期）も併せて履修
することが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、英語の言語の音声、文法、語彙についての知識を基盤として、小学校における
外国語活動（中学年）の学習、指導、評価に関する基本的な知識や指導技術を身に付けるこ
とを目的とします 
【概要】 
具体的には、児童期の第 2 言語習得の特徴、4 技能の指導、評価等の外国語活動や外国語科
を指導する上で必要な知識を学び、教材研究や模擬授業の中でそれらの知識や理解を活用し
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（５）コミュニケーショ
ンスキル、（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。     
      
①児童期の第２言語習得理論や小学校外国語における 4 技能など外国語を指導する上で必要
な知識がわかるようになる。      
     
②①の知識や理解を実践の中で活用できるようになる。    
        
 

19.教科書・教材 

①樋口忠彦（代表）(2017)『新編 小学校英語教育法入門』研究社 
②文部科学省 小学校外国語活動教材「Let's Try! 1 」東京書籍 (3 年⽣用) 
③文部科学省 小学校外国語活動教材「Let's Try! 2 」東京書籍 (4 年⽣用) 
※上記、教科書は全冊購入することになります。 

20.参考文献 

樋口忠彦・高橋一幸・加賀田哲也・泉惠美子（2017）『Q&A 小学校英語指導法事典ー教師
の質問 112 に答える』教育出版. 
小学校学習指導要領 最新版 
小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編 最新版 
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 外国語・外国語活動 
東洋館出版社 
 {WEB 資料,https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326̲pri̲ gaikokg.pdf} 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。     
      
・課題１：毎回のコメントと授業貢献度２０％ [学習目標①に対応]  
         
・課題２：小テスト（中間）、課題３０％ ? [学習目標①に対応]  
         



・課題３：教材研究発表１０％ [学習目標②に対応]    
       
・課題４：模擬授業発表（学習指導案含む）３０％ [学習目標②に対応]  
         
・課題５：レポート（総括振り返り）１０％ [学習目標①、②に対応]  
         
 

22.コメント 

「外国語」（春学期）では小学校英語教育の基礎理論と「外国語活動」（中学年）における実
践的な指導方法・評価規準の設定について、「外国語の指導」（秋学期）では、「外国語」（春
学期）で学習した内容をふまえて、「外国語」（高学年）における、より実践的な指導方法・
評価規準の設定について学びます。 
 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー 月 3 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション       
・小学校外国語教育の目的と目標 テキスト pp.2-15      
・小学校英語授業体験 
 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習   
 

【第 2 回】 

・「外国語教育の意義と方向性（児童期の第 2 言語習
得の特徴）」 
 テキスト pp.16-27       
・教室英語 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第 3 回】 
・「指導者の役割、資質と研修」テキスト pp.28-40      
・教室英語 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習、スモールトークの準備 

【第 4 回】 
・「教材の構成と内容」テキスト pp.41-59       
・スモールトーク 

復習：今回の復習及びノートの整理  
予習：次回の予習、スモールトークの準備  
 

【第 5 回】 
・「指導目標、領域別目標、年間指導計画の⽴て方と
具体例」 テキスト pp. 60-73      
・スモールトーク 

復習：今回の復習及びノートの整理 
予習：次回の予習、    
グループワーク：発表者はグループで発表準
備    
 

【第 6 回】 ・「言語材料と 4 技能の指導」テキスト pp.74-83      
・スモールトーク 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理   
予習：次回の予習、    
グループワーク：発表者はグループで発表準
備 

【第 7 回】 
・「教材研究①ー慣れ親しむ活動」テキスト pp.84-
102 
・スモールトーク 

復習：第 1 回から第 7 回までの復習、中間
テスト準備 

【第 8 回】 
・「教材研究②ー⽣き⽣きと英語を使う活動」テキス
ト pp.103-122 
・スモールトーク 

復習：今回の復習    
予習：次回の予習  
中間テスト準備 

【第 9 回】 

・中間テスト（第１回〜第７回までの内容） ※持ち
込み可、対面で実施、PC 持参のこと（60 分）：選択
問題＋論述問題 
・「指導方法と指導技術」テキスト pp.123-138 

復習：今回の復習及びノートの整理   
・「いろいろな教材、教具の活用法」テキス
ト pp.139-150 を読んでおく。 
予習：次回の予習     
 



【第 10 回】 
・「授業過程と学習指導案の作り方」 テキスト
pp.165-184 
・スモールトーク 

復習：今回の復習及びノートの整理    
予習：次回の予習    
グループワーク：学習指導案(第１案）の作
成    
第１１回に提出     
 

【第 11 回】 
・「評価のあり方、進め方」 テキスト pp.151-164  
・スモールトーク 

復習：今回の復習及びノートの整理    
予習：次回の予習    
グループワーク：模擬授業準備 

【第 12 回】 
・「授業づくりー事前準備から振り返りまで」 テキ
スト pp.186-199  
・スモールトーク 

復習：今回の復習及びノートの整理    
グループワーク：模擬授業準備, 学習指導
案完成 

【第 13 回】 
・マイクロティーチング（模擬授業） （１回目）  
 ※自己紹介と授業の導入まで 
 ※相互によるフィードバック 

復習：模擬授業に参加して、または模擬授業
を行って振り返り記入    
グループワーク：模擬授業準備、学習指導案
完成    
提出物：学習指導案（模擬授業者） 

【第 14 回】 ・マイクロティーチング（模擬授業） (２回目） 
※自己紹介と授業の導入まで 

復習：模擬授業に参加して、または模擬授業
を行って振り返り記入    
予習：次回の予習,レポート作成    
第１５回授業時に提出    
提出物：学習指導案（模擬授業者） 

【第 15 回】 
・「豊かな小学校外国語教育をめざして」pp.200-208      
・まとめ 
・リフレクション（振り返り） 

提出物：レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED401-
A01 

2.科目名 初等家庭科教育法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 奥川あかり 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 小学校二種（通信） 小学
校一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

１．家庭科教育の歩みについて学び，小学校家庭科の目標や内容について理解する 
２．学習指導案の作成，模擬授業の実施と振り返りを通じて，実践的な指導，教材の開発，
情報機器の活用，目標に準拠した評価とコメントなど，教師としての資質や能力を養う 
３．児童の⽴場に⽴った「わかる授業」を目標に PCK（内容と教え方を網羅した教師に必要
な専門職としての力）を育み，効果的な授業が実施できる能力を培う 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．学習指導要領に示された家庭科の目標や内容を理解する 
(1)学習指導要領における家庭科の目標及び主な内容並びに全体構造を理解している 
(2)個別の学習内容について指導上の留意点を理解している 
(3)家庭科の学習評価の考え方を理解している 
(4)家庭科と背景となる学問領域との関係を理解し，教材研究に活用することができる 
(5)発展的な学習内容について探究し，学習指導への位置付けを考察することができる 
２．基礎的な学習指導理論を理解し，具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を身
に付ける 
(1)子供の認識・思考，学力等の実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解している 
(2)家庭科の特性に応じた情報機器と教材の効果的な活用法を理解し，授業設計に活用でき
る 
(3)学習指導案の構成を理解し，具体的な授業を想定した授業設計と学習指導案を作成がで
きる 
(4)模擬授業の実施とその振り返りを通して，授業改善の視点を身に付けている 
(5)家庭科における実践研究の動向を知り，授業設計の向上に取り組むことができる 

19.教科書・教材 
１．文部科学省『小学校学習指導要領解説（家庭編）』東洋館出版社（2018） 
２．東京書籍『小学校家庭科（文部科学省認定済教科書）』 

20.参考文献 １．大竹美登利，鈴木真由子，綿引伴子編著『小学校家庭科教育法』建帛社（2018） 
２．その他，関連文献等は授業中に適宜紹介します 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
・試験・・・40 点 ［学習目標 1・2］ 
・課題（レポート・学習指導案の作成と模擬授業の実施）・・・60 点   [学習目標 1・2] 
※課題は，提出要件を満たし，かつ期日中に定められた方法で提出することを合格基準とす
る 

22.コメント 
家庭科は他教科との横断的な授業展開を通じて「⽣きる力」を育める科目です。同じ志を持
つ仲間とともに教師としての自覚や資質を身に着けましょう。 

23.オフィスアワー 授業開始前・終了後（教室または家庭科室，講師控室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法・留意点） 
講義：家庭科教育の理念と意義［1-1］ 

持参物：教科書・Web Class が使用できる
端末（ノート PC など）は毎回持参 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ



家庭⽣活の社会的変化と家庭科教育の歴史［1-4］ ポート 

第２回 

講義：学習指導要領の目標と内容構成，他教科との関
連，カリキュラムマネジメント［2-3］ 
演習①：模擬授業の実施に向けて 
小学校家庭科の内容の確認：見つめよう家庭⽣活① 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第３回 

講義：家族・家庭⽣活の教材（現状と課題，内容，事
例）［1-2，2-5］ 
演習②：模擬授業の設計・学習指導案と授業プリント
の作成 
小学校家庭科の内容の確認：見つめよう家庭⽣活② 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第４回 

講義：食⽣活の教材（現状と課題，内容，事例）［1-
2，2-5］ 
演習③：模擬授業の設計・学習指導案と授業プリント
の作成 
小学校家庭科の内容の確認：ぬって作ろう楽しい⽣
活・毎日の食事① 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第５回 

講義：衣⽣活の教材（現状と課題，内容，事例）［1-
2，2-5］ 
授業計画と学習の改善につなげる授業評価の意味と方
法［1-3］ 
演習④：模擬授業の設計・学習指導案と授業プリント
の作成 
小学校家庭科の内容の確認：ぬって作ろう楽しい⽣
活・毎日の食事② 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第６回 

住⽣活の教材（現状と課題，内容，事例）［1-2，2-
5］ 
演習⑤：模擬授業の設計・学習指導案と授業プリント
の作成 
小学校家庭科の内容の確認：物を⽣かして住みやす
く・買い物と暮らし① 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第７回 

講義：消費⽣活と環境の教材（現状と課題，内容，事
例）［1-2，2-5］ 
実験・実習を用いた授業，五感で学ぶ家庭科［2-2］ 
演習⑥：模擬授業の設計・学習指導案と授業プリント
の作成 
小学校家庭科の内容の確認：物を⽣かして住みやす
く・買い物と暮らし② 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第８回 

模擬授業（家族・家庭⽣活）：実施と振り返り①［2-
4］ 
小学校家庭科の内容の確認：食事と⽣活のリズム・さ
わやかな⽣活① 

提出物：学習指導案と授業プリント 
教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第９回 

模擬授業（保育・高齢者福祉）：実施と振り返り②
［2-4］ 
小学校家庭科の内容の確認：食事と⽣活のリズム・さ
わやかな⽣活② 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 

第１０回 
模擬授業（食⽣活）：実施と振り返り③［2-4］ 
小学校家庭科の内容の確認：⽣活に役⽴つも物・今日
の食事① 

教室外学習：復習・予習・ノート整理・小レ
ポート・模擬授業の設計（グループ学習） 



第１１回 
模擬授業（衣⽣活）：実施と振り返り④［2-4］ 
小学校家庭科の内容の確認：⽣活に役⽴つ物・今日の
食事② 

教室外学習：模擬授業の分析・評価・課題の
発見 

第１２回 
模擬授業（住⽣活）：実施と振り返り⑤［2-4］ 
小学校家庭科の内容の確認：暖かな⽣活・これからの
⽣活に向けて 

教室外学習：模擬授業の分析・評価・課題の
発見 

第１３回 
模擬授業（消費⽣活・環境）：実施と振り返り⑥［2-
4］ 

教室外学習：模擬授業の分析・評価・課題の
発見 

第１４回 総括：家庭科教育の展望［1-5］ 教室外学習：復習・予習・ノート整理 
第１５回 講義：主体的・対話的に深く学ぶ授業［2-1］ 教室外学習：復習・ノート整理・小レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED402-
A01 

2.科目名 特別活動の指導法 (小) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡修一 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

教免取得
必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉子ども学専攻 9.履修学年 ４年〜 

10.取得資格の要件 
教員免許取得のための必修
科目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

新学習指導要領の中で、小学校特別活動が改善された基本方針、具体的事項を知り、この教
育活動のめざしているものを確実に理解しておくことは大切である。 
また、各活動・学校行事の改善のポイント・教育活動の内容・指導計画の作成・他の教育活
動との関連等を具体的に調べることから、特別活動の基本的な性格と教育的意義の理解を深
めることをねらいとしている。さらに、今小学校現場で取り組まれている特別活動の情報を
収集して、グループワークなどから、具体的な活動計画の作成に取り組んでいきたい。 
 また、学校教育全体における特別活動の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 学習指導要領における特別活動の目標及び主な内容を理解できる。 
② 教育課程における特別活動の位置付けと各教科等との関連を理解できる。 
③ 学級活動・ホームルーム活動の特質を理解できる。 
④ 児童会・⽣徒会活動、クラブ活動、学校行事の特質を理解できる。 
⑤ 教育課程全体で取り組む特別活動の指導の在り方を理解できる。 
⑥ 特別活動における取組の評価・改善活動の指導の在り方を理解できる。 
⑦ 合意形成に向けた話し合い活動、意思決定につながる指導及び集団活動の意義や指導の
在り方を例示   することができる。 
⑧ 特別活動における家庭・地域住⺠や関係機関との連携の在り方を理解できる。 

19.教科書・教材 
なし 
適宜資料配布 

20.参考文献 小学校学習指導要領 

21.成績評価 

①ワークシート・講義のまとめ（５０％）【学修目標①〜⑤、⑦⑧に対応】   
②小学校特別活動の各活動の指導計画・展開 (グループワーク）(20％）【学習目標④⑦に対
応】  
③話す・聴く力、意見交換力（グループ討議・）（１0％）【学習目標③④⑧に対応】 
④まとめ r レポート（２０%）【学習目標①⑤⑥に対応】  
 

22.コメント 
小学校特別活動は、よりよい⽣活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる
教育活動です。学校が楽しい、仲間と活動することが楽しいなどと直接結びつく教育活動で
す。子どもたちが、楽しく、⽣き⽣きと活動できるものを一緒に考えましょう。 

23.オフィスアワー 月曜日３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテ−ション    学習の進め方   グループ
作り 
                                  特別活動の基本
事項               〇（ワークシー

特別活動の基本事項               
〇（ワークシート 1） 
                〜その性格と
教育的意義〜 



ト 1） 
                〜その性格と教育的意
義〜 
                                  ○復習 特別活
動の教育的意義 1 時間 
                                  ○予習 特別活
動全体計画の内容 1 時間 
 

                                  ○復習 
特別活動の教育的意義 1 時間 
                                  ○予習 
特別活動全体計画の内容 1 時間 
 

【第 2 回】 

 特別活動全体計画と各活動実施計画            〇
（ワークシート 2） 
                               〜学習指導要領
の目標、内容との関連から〜  
                                  ○宿題 特別活
動の内容 2 時間 
 

〜学習指導要領の目標、内容との関連から〜 
                                  ○宿題 
特別活動の内容 2 時間 
 

【第 3 回】 

学級経営の基礎...                 
〇（ワークシート 3） 
              〜学級経営・⽣徒指導を
どうとらえるか〜 
              ○復習 学級経営をどう
とらえるか 1 時間 
                             ○予習 1 学期初
めの学級活動とは 1 時間 
 

○復習 学級経営をどうとらえるか 1 時間 
                             ○予習 
1 学期初めの学級活動とは 1 時間 
 

【第 4 回】 

  学級活動の実際①               
〇（ワークシート 4） 
               〜形態、活動の流れ、
議題〜 
                                   ○復習 学級
活動の 3 つの形態とは 1 時間 
                                   ○予習 計画
委員会とは何をするのか 1 時間 
 

○復習 学級活動の 3 つの形態とは 1 時間 
                                   ○予
習 計画委員会とは何をするのか 1 時間 
 

【第 5 回】 

  学級活動の実際②                 
◎グループワーク（学級活動計画案作成） 
               〜計画委員会の役割と
指導案づくり〜 
                                   ○復習 係活
動と当番活動の違いを考える 2 時間 
                                   ○宿題 学級
の合言葉を作ろう 指導案作り 3 時間 
 

○復習 係活動と当番活動の違いを考える 
2 時間 
                                   ○宿
題 学級の合言葉を作ろう 指導案作り 3
時間 
 

【第 6 回】 

児童会活動の内容と組織             
〇（ワークシート 5）   
                〜代表委員会の組織と
構成〜 
                                   ○宿題 6 年
⽣を送る会のプログラムを作ろう 2 時間 

○宿題 6 年⽣を送る会のプログラムを作ろ
う 2 時間 
 



 

【第 7 回】 

児童会活動の実際                 
◎グループワーク 
                  〜委員会、児童集会活
動〜 
                                   ○復習 児童
へ示す活動例とは 1 時間 
                                   ○予習 クラ
ブ活動の思い出 1 時間 
 

○宿題 6 年⽣を送る会のプログラムを作ろ
う 2 時間 
 

【第 8 回】 

 クラブ活動で身に付ける基礎・基本       
〇（ワークシート 6） 
               〜目標と内容、指導計
画〜 
                                   ○復習 児童
が作成するクラブ活動の年間計画 1 時間 
               ○予習 クラブ活動の
ネーミングを調べよう 2 時間 
 

○復習 児童が作成するクラブ活動の年間計
画 1 時間 
               ○予習 クラ
ブ活動のネーミングを調べよう 2 時間 
 

【第 9 回】 

クラブ活動実施計画                
◎グループワーク  
               〜指導のポイント〜 
              ○復習 クラブ活動の
指導のポイント 1 時間 
              ○予習 学校行事の内
容には何が 2 時間 
 

○復習 クラブ活動の指導のポイント 1 時
間 
              ○予習 学校
行事の内容には何が 2 時間 
 

【第 10 回】 

校行事の新しい視点を考える          〇
（ワークシート 7） 
                〜特質と目標、求めら
れる資質や能力〜 
              ○復習 5 つの狙いと
内容をまとめる 1 時間 
              ○予習 子どもの自主
性を高められる役割を考える 2 時間 
 

○復習 5 つの狙いと内容をまとめる 1 時
間 
              ○予習 子ど
もの自主性を高められる役割を考える 2 時
間 
 

【第 11 回】 

学校行事の中に子どもの活動をどう⽣かすか 〇（ワ
ークシート 8） 
                〜具体的な体験活動例
より〜 
                ○宿題 自然学校の 4
日間のプログラムを考える 3 時間 
 

○宿題 自然学校の 4 日間のプログラムを
考える 3 時間 

【第 12 回】 

学校行事の実際                     
◎グループワーク 
                運動会のプログラムづ
くり〜 
              ○宿題 運動会のスロ

○宿題 運動会のスローガンを考えよう 2
時間 



ーガンを考えよう 2 時間 
 

【第 13 回】 

  卒業式の意義を考える             
〇（ワークシート 9） 
                〜特別活動の全てが集
約される”最後の授業”〜 
              ○復習 最後の授業の
意味を考える 1 時間 
              ○予習 異年齢集団と
しての活動には何が 1 時間 
 

○復習 最後の授業の意味を考える 1 時間 
              ○予習 異年
齢集団としての活動には何が 1 時間 
 

【第 14 回】 

縦の人間関係を豊かにする集団活動とは    〇
（ワークシート 10）  
               〜特設異年齢集団の実
際〜 
               ○復習 異年齢集団で
活動する意義は 1 時間 
               ○予習 特別活動に評
価は必要か 1 時間 
 

○復習 異年齢集団で活動する意義は 1 時
間 
               ○予習 特別
活動に評価は必要か 1 時間 
 

【第 15 回】 

指導に⽣きる評価の考え方と実践         〇 
まとめレポート 
                 〜指導の特質と評価
の工夫〜 
               ○宿題 集団活動の中
での教師の在り方とは 3 時間 
 

○宿題 集団活動の中での教師の在り方とは 
3 時間 
              ◎ まとめの
テスト 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PED402-
A03 

2.科目名 特別活動の指導法（小） (4 年) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡修一 

5.授業科目の区分 

展開科目 
教育分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

教免取得
必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉子ども学専攻 9.履修学年 ４年〜 

10.取得資格の要件 
教員免許取得のための必修
科目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

新学習指導要領の中で、小学校特別活動が改善された基本方針、具体的事項を知り、この教
育活動のめざしているものを確実に理解しておくことは大切である。 
また、各活動・学校行事の改善のポイント・教育活動の内容・指導計画の作成・他の教育活
動との関連等を具体的に調べることから、特別活動の基本的な性格と教育的意義の理解を深
めることをねらいとしている。さらに、今小学校現場で取り組まれている特別活動の情報を
収集して、グループワークなどから、具体的な活動計画の作成に取り組んでいきたい。 
 また、学校教育全体における特別活動の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 学習指導要領における特別活動の目標及び主な内容を理解できる。 
② 教育課程における特別活動の位置付けと各教科等との関連を理解できる。 
③ 学級活動・ホームルーム活動の特質を理解できる。 
④ 児童会・⽣徒会活動、クラブ活動、学校行事の特質を理解できる。 
⑤ 教育課程全体で取り組む特別活動の指導の在り方を理解できる。 
⑥ 特別活動における取組の評価・改善活動の指導の在り方を理解できる。 
⑦ 合意形成に向けた話し合い活動、意思決定につながる指導及び集団活動の意義や指導の
在り方を例示   することができる。 
⑧ 特別活動における家庭・地域住⺠や関係機関との連携の在り方を理解できる。 

19.教科書・教材 
なし 
適宜資料配布 

20.参考文献 小学校学習指導要領 

21.成績評価 

①ワークシート・講義のまとめ（５０％）【学修目標①〜⑤、⑦⑧に対応】   
②小学校特別活動の各活動の指導計画・展開 (グループワーク）(20％）【学習目標④⑦に対
応】  
③話す・聴く力、意見交換力（グループ討議・）（１0％）【学習目標③④⑧に対応】 
④まとめ r レポート（２０%）【学習目標①⑤⑥に対応】  
 

22.コメント 
小学校特別活動は、よりよい⽣活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる
教育活動です。学校が楽しい、仲間と活動することが楽しいなどと直接結びつく教育活動で
す。子どもたちが、楽しく、⽣き⽣きと活動できるものを一緒に考えましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテ−ション    学習の進め方   グループ
作り 
                                  特別活動の基本
事項               〇（ワークシー

特別活動の基本事項               
〇（ワークシート 1） 
                〜その性格と
教育的意義〜 



ト 1） 
                〜その性格と教育的意
義〜 
                                  ○復習 特別活
動の教育的意義 1 時間 
                                  ○予習 特別活
動全体計画の内容 1 時間 
 

                                  ○復習 
特別活動の教育的意義 1 時間 
                                  ○予習 
特別活動全体計画の内容 1 時間 
 

【第 2 回】 

 特別活動全体計画と各活動実施計画            〇
（ワークシート 2） 
                               〜学習指導要領
の目標、内容との関連から〜  
                                  ○宿題 特別活
動の内容 2 時間 
 

〜学習指導要領の目標、内容との関連から〜 
                                  ○宿題 
特別活動の内容 2 時間 
 

【第 3 回】 

学級経営の基礎...                 
〇（ワークシート 3） 
              〜学級経営・⽣徒指導を
どうとらえるか〜 
              ○復習 学級経営をどう
とらえるか 1 時間 
                             ○予習 1 学期初
めの学級活動とは 1 時間 
 

○復習 学級経営をどうとらえるか 1 時間 
                             ○予習 
1 学期初めの学級活動とは 1 時間 
 

【第 4 回】 

  学級活動の実際①               
〇（ワークシート 4） 
               〜形態、活動の流れ、
議題〜 
                                   ○復習 学級
活動の 3 つの形態とは 1 時間 
                                   ○予習 計画
委員会とは何をするのか 1 時間 
 

○復習 学級活動の 3 つの形態とは 1 時間 
                                   ○予
習 計画委員会とは何をするのか 1 時間 
 

【第 5 回】 

  学級活動の実際②                 
◎グループワーク（学級活動計画案作成） 
               〜計画委員会の役割と
指導案づくり〜 
                                   ○復習 係活
動と当番活動の違いを考える 2 時間 
                                   ○宿題 学級
の合言葉を作ろう 指導案作り 3 時間 
 

○復習 係活動と当番活動の違いを考える 
2 時間 
                                   ○宿
題 学級の合言葉を作ろう 指導案作り 3
時間 
 

【第 6 回】 

児童会活動の内容と組織             
〇（ワークシート 5）   
                〜代表委員会の組織と
構成〜 
                                   ○宿題 6 年
⽣を送る会のプログラムを作ろう 2 時間 

○宿題 6 年⽣を送る会のプログラムを作ろ
う 2 時間 
 



 

【第 7 回】 

児童会活動の実際                 
◎グループワーク 
                  〜委員会、児童集会活
動〜 
                                   ○復習 児童
へ示す活動例とは 1 時間 
                                   ○予習 クラ
ブ活動の思い出 1 時間 
 

○宿題 6 年⽣を送る会のプログラムを作ろ
う 2 時間 
 

【第 8 回】 

 クラブ活動で身に付ける基礎・基本       
〇（ワークシート 6） 
               〜目標と内容、指導計
画〜 
                                   ○復習 児童
が作成するクラブ活動の年間計画 1 時間 
               ○予習 クラブ活動の
ネーミングを調べよう 2 時間 
 

○復習 児童が作成するクラブ活動の年間計
画 1 時間 
               ○予習 クラ
ブ活動のネーミングを調べよう 2 時間 
 

【第 9 回】 

クラブ活動実施計画                
◎グループワーク  
               〜指導のポイント〜 
              ○復習 クラブ活動の
指導のポイント 1 時間 
              ○予習 学校行事の内
容には何が 2 時間 
 

○復習 クラブ活動の指導のポイント 1 時
間 
              ○予習 学校
行事の内容には何が 2 時間 
 

【第 10 回】 

校行事の新しい視点を考える          〇
（ワークシート 7） 
                〜特質と目標、求めら
れる資質や能力〜 
              ○復習 5 つの狙いと
内容をまとめる 1 時間 
              ○予習 子どもの自主
性を高められる役割を考える 2 時間 
 

○復習 5 つの狙いと内容をまとめる 1 時
間 
              ○予習 子ど
もの自主性を高められる役割を考える 2 時
間 
 

【第 11 回】 

学校行事の中に子どもの活動をどう⽣かすか 〇（ワ
ークシート 8） 
                〜具体的な体験活動例
より〜 
                ○宿題 自然学校の 4
日間のプログラムを考える 3 時間 
 

○宿題 自然学校の 4 日間のプログラムを
考える 3 時間 

【第 12 回】 

学校行事の実際                     
◎グループワーク 
                運動会のプログラムづ
くり〜 
              ○宿題 運動会のスロ

○宿題 運動会のスローガンを考えよう 2
時間 



ーガンを考えよう 2 時間 
 

【第 13 回】 

  卒業式の意義を考える             
〇（ワークシート 9） 
                〜特別活動の全てが集
約される”最後の授業”〜 
              ○復習 最後の授業の
意味を考える 1 時間 
              ○予習 異年齢集団と
しての活動には何が 1 時間 
 

○復習 最後の授業の意味を考える 1 時間 
              ○予習 異年
齢集団としての活動には何が 1 時間 
 

【第 14 回】 

縦の人間関係を豊かにする集団活動とは    〇
（ワークシート 10）  
               〜特設異年齢集団の実
際〜 
               ○復習 異年齢集団で
活動する意義は 1 時間 
               ○予習 特別活動に評
価は必要か 1 時間 
 

○復習 異年齢集団で活動する意義は 1 時
間 
               ○予習 特別
活動に評価は必要か 1 時間 
 

【第 15 回】 

指導に⽣きる評価の考え方と実践         〇 
まとめレポート 
                 〜指導の特質と評価
の工夫〜 
               ○宿題 集団活動の中
での教師の在り方とは 3 時間 
 

○宿題 集団活動の中での教師の在り方とは 
3 時間 
              ◎ まとめの
テスト 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY101-
A01 

2.科目名 心理学概論Ⅰ (1/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 共通必修基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 1 年 

10.取得資格の要件 
保育士資格：選択必修 
幼稚園教諭、小学校教諭：
教科又は教職に関する科目 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

心理学は人間の「心」の解明を課題としている。「心」の場所は脳である。つまり心理学は
脳が扱うことすべてを研究の対象としている。外界を知覚すること、記憶すること、考える
ことなどすべて心理学が扱っている。本講義では、心理学のあらゆる領域を概観し、人間を
理解する方法を身につけることを目的としている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性（４）問題発見解決力、の
学修に関連しています。 
本科目の目標は次の通りです。 
①実験結果について心理学の専門用語を用いて考察できるようになる。 
②結果についてグループで考えをまとめ発表できるようになる。 
②心理学で扱う現象について説明できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しない。 
20.参考文献 適宜資料を配布します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・課題１〜１２：実験結果についての考察 …各 4 点（合計 48 点） 〔学習目標①に対
応〕 
・宿題１〜４：他者のデータを集め、考察   …各 4 点（合計 16 点） 〔学習目標①に対
応〕 
・グループで考察発表             …6 点 〔学習目標②に対応〕 
・総括テスト                   …30 点 〔学習目標③に対応〕 

22.コメント 

授業中に実験を行い、そのデータに基づいて考察します。いい加減な気持ちで実験に参加す
ると、自分だけではなく、グループのデータもゆがむ可能性があるので、真面目に実験に取
り組んでください。 
 

23.オフィスアワー 木曜日４限目：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 

・授業のオリエンテーション：本授業の目標・内容・
評価方法・進め方の確認、受講上の注意点などをシラ
バスをもとに解説 
・記憶の実験① 課題１ 

復習：今回の授業の復習を個人で行う。 
予習：配布した資料を読み、次回の授業の準
備を個人で行う。 

2 回目 記憶②（再⽣と再認） 課題２ 
個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題１） 

3 回目 記憶③（理解することと記憶すること） 個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題２） 

4 回目 情報伝達①実験の実施 配布したプリントをもとに個人で復習する。 
5 回目 情報伝達②（実験結果についてグループで話し合い、 情報伝達とその歪みについて個人で復習す



発表する） る。 

6 回目 技能学習（迷路） 
復習：今回の授業の復習を個人で行う。 
予習：配布した資料を読み、次回の授業の準
備を個人で行う。 

7 回目 連想（有意味後と無意味綴りの比較） 個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題３） 

8 回目 知覚の不思議①（錯視） 
錯視に関する本を読み、さまざまな錯視を理
解する。 

9 回目 知覚の不思議②（錯視の実験） 
個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題４） 

10 回目 知覚の不思議③（図と地） 配布したプリントをもとに復習する。 
11 回目 自分を知る①（性格検査） 配布したプリントをもとに復習する。 
12 回目 自分を知る②（要求水準） 配布したプリントをもとに復習する。 

13 回目 対人認知①（他者理解） 
自分の周りの人を自分がどう認知しているの
か考える。 

14 回目 対人認知②（第一印象） 総括レポートのために資料を整理する。 
15 回目 授業の総括 総括レポートのための資料整理。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY101-
A02 

2.科目名 心理学概論Ⅰ (2/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 共通必修基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育・保育コース 9.履修学年 1 年 

10.取得資格の要件 
保育士資格：選択必修 
幼稚園教諭、小学校教諭：
教科又は教職に関する科目 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

心理学は人間の「心」の解明を課題としている。「心」の場所は脳である。つまり心理学は
脳が扱うことすべてを研究の対象としている。外界を知覚すること、記憶すること、考える
ことなどすべて心理学が扱っている。本講義では、心理学のあらゆる領域を概観し、人間を
理解する方法を身につけることを目的としている。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性（４）問題発見解決力、の
学修に関連しています。 
本科目の目標は次の通りです。 
①実験結果について心理学の専門用語を用いて考察できるようになる。 
②結果についてグループで考えをまとめ発表できるようになる。 
②心理学で扱う現象について説明できるようになる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しない。 
20.参考文献 適宜資料を配布します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・課題１〜１２：実験結果についての考察 …各 4 点（合計 48 点） 〔学習目標①に対
応〕 
・宿題１〜４：他者のデータを集め、考察   …各 4 点（合計 16 点） 〔学習目標①に対
応〕 
・グループで考察発表             …6 点 〔学習目標②に対応〕 
・総括テスト                   …30 点 〔学習目標③に対応〕 

22.コメント 

授業中に実験を行い、そのデータに基づいて考察します。いい加減な気持ちで実験に参加す
ると、自分だけではなく、グループのデータもゆがむ可能性があるので、真面目に実験に取
り組んでください。 
 

23.オフィスアワー 木曜日４限目：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 

・授業のオリエンテーション：本授業の目標・内容・
評価方法・進め方の確認、受講上の注意点などをシラ
バスをもとに解説 
・記憶の実験① 課題１ 

復習：今回の授業の復習を個人で行う。 
予習：配布した資料を読み、次回の授業の準
備を個人で行う。 

2 回目 記憶②（再⽣と再認） 課題２ 
個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題１） 

3 回目 記憶③（理解することと記憶すること） 個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題２） 

4 回目 情報伝達①実験の実施 配布したプリントをもとに個人で復習する。 
5 回目 情報伝達②（実験結果についてグループで話し合い、 情報伝達とその歪みについて個人で復習す



発表する） る。 

6 回目 技能学習（迷路） 
復習：今回の授業の復習を個人で行う。 
予習：配布した資料を読み、次回の授業の準
備を個人で行う。 

7 回目 連想（有意味後と無意味綴りの比較） 個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題３） 

8 回目 知覚の不思議①（錯視） 
錯視に関する本を読み、さまざまな錯視を理
解する。 

9 回目 知覚の不思議②（錯視の実験） 
個人で他の人のデータを集め考察する。（宿
題４） 

10 回目 知覚の不思議③（図と地） 配布したプリントをもとに復習する。 
11 回目 自分を知る①（性格検査） 配布したプリントをもとに復習する。 
12 回目 自分を知る②（要求水準） 配布したプリントをもとに復習する。 

13 回目 対人認知①（他者理解） 
自分の周りの人を自分がどう認知しているの
か考える。 

14 回目 対人認知②（第一印象） 総括レポートのために資料を整理する。 
15 回目 授業の総括 総括レポートのための資料整理。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY106-
Y51 

2.科目名 発達心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
【神⼾山手キャンパス】 
心理学部、人間科学部、国際コミュニケーション
学部、社会学部 

9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 

公認心理師 
※教員免許取得のための必
修科目 
学芸員高校(英語) 高校(公
⺠) 高校(福祉) 小学校一
種中学(英語) 中学(社会) 
認定心理士 保育士 幼稚
園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の概要】 
この科目では、⽣涯発達心理学の⽴場（人間は⽣涯を通して成⻑し続けるという⽴場）か
ら、胎児期、新⽣児期、乳幼児期、児童期、⻘年期、成人期、⽼年期の過程において、各発
達期の特徴と援助のあり方を理解することを目的とする。とくに乳幼児期における知能、気
質、感情の心理学的理解を通して、子どもの発達支援に必要な知識の習得をねらいとする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【科目の到達目標】 
①各発達期における運動発達、言語発達、認知発達、社会性の発達について、具体的な内容
を説明できる。 
②幼児、児童の心身の発達に対する外的及び内的要因の相互作用と、発達に関する代表的理
論を踏まえ、子どもの発達支援に必要な知識とその意義を説明できる。 
 

19.教科書・教材 
「やさしく学べる乳幼児の発達心理学: 妊娠、出産から子育てまで」 
田中亜裕子著 創元社  
 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

Webclass 課題・・・30％ 
DVD 感想：20％ 
期末テスト・・・50％ 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

⽕曜昼休み：センターオフィスアワー 
⽕曜 4 限：研究室オフィスアワー 
⽕、水は神⼾山手、木、金は三木にいます。三木キャンパス所属の学⽣からの質問は、メー
ルあるいは木金に予約制で受け付けます。質問、予約はメールで問い合わせてください。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
授業の進め方と、学びの概要について説明する。 
 

 

第 2 回 

胎児期（胎児の発達と⺟体の変化（妊娠、出産）につ
いて学ぶ。） 
胎⽣期、免疫寛容、胎児の発達、低出⽣体重児、体内
環境、妊婦健診 
グループワーク課題：胎児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 

第 3 回 

新⽣児期~乳児期の育ち１（新⽣児期、乳児期の身
体、心理、社会的発達について学ぶ） 
DVD「赤ちゃんの不思議な世界」視聴 
 

Webclass 課題 

第 4 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 2 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
⽣理的早産、ネオテニー、原始行動、赤ちゃんの気質 
グループワーク課題：新⽣児期の発達の基礎知識につ
いて説明する。 
 

Webclass 課題 

第 5 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 3 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
視覚的断崖の実験、認知発達、運動発達、共鳴動作、
微笑、言語の発達、自己認知、共同注意 
 

Webclass 課題 

第 6 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 4 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
愛着理論、内的作業モデル、ハーロウの代理⺟親の実
験、社会的参照、⺟子相互作用、父親の存在 
グループワーク課題：乳児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 

第 7 回 

幼児期の育ち１ 
DVD「里っ子たち」視聴 
幼児期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
 

Webclass 課題 

第 8 回 

幼児期の育ち 2 
幼児期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
身体発育、発達課題、認知発達、心の理論、思考の特
徴、言語発達、第一次反抗期、退行、仲間関係 
グループワーク課題：幼児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 

Webclass 課題 

第 9 回 
児童期の発達１ 
DVD「里山の学校」視聴 

Webclass 課題 



児童期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。  
 

第 10 回 

児童期の発達 2 
児童期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
運動機能・技能の発達、認知発達、思考の発達段階、
人間関係、役割取得、自己意識と自己理解 
グループワーク課題：児童期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 

第 11 回 

発達障害の理解と対応 
知能検査について知り、発達障害の理解と対応を学
ぶ。  
知能分類、知能検査、知的障害、発達障害、発達支援 
グループワーク課題：発達障害に関する心理学的支援
の方法について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 12 回 

子ども臨床 
子ども臨床の基礎事項について学ぶ。  
援助に際して必要な情報、遊戯療法、８つの基本原理 
グループワーク課題：メンタル面での問題を抱えた子
どもと親への心理学的支援について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 13 回 

⻘年期 
⻘年期の発達課題と、⻘年期の心理発達について学ぶ 
性的発達、思考の発達、時間的展望、友人関係、自己
意識、アイデンティティの確⽴ 
グループワーク課題：⻘年期の発達の基礎知識につい
て説明し、自己分析を行う。 
 

Webclass 課題 

第 14 回 

成人期、⽼年期 
成人、高齢者の発達課題と、社会的問題について学
ぶ。  
知的能力の変化、中年期の危機、結婚・育児をめぐる
問題、発達段階、退職⽣活への適応、⽼年期の人格的
変化、死をみつめる 
グループワーク課題：成人期、⽼年期の発達の基礎知
識について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 15 回 総括試験とふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY106-
m01 

2.科目名 発達心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
【三木キャンパス】 
心理学科、人間心理学科、経営学科 

9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 

公認心理師 
※教員免許取得のための必
修科目 
学芸員高校(英語) 高校(公
⺠) 高校(福祉) 小学校一
種中学(英語) 中学(社会) 
認定心理士 保育士 幼稚
園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 三木キャンパスの学⽣は遠隔対応のため、ノートパソコンをイヤホンを持参ください。 

17.授業の目的と概要 

【科目の概要】 
この科目では、⽣涯発達心理学の⽴場（人間は⽣涯を通して成⻑し続けるという⽴場）か
ら、胎児期、新⽣児期、乳幼児期、児童期、⻘年期、成人期、⽼年期の過程において、各発
達期の特徴と援助のあり方を理解することを目的とする。とくに乳幼児期における知能、気
質、感情の心理学的理解を通して、子どもの発達支援に必要な知識の習得をねらいとする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【科目の到達目標】 
①各発達期における運動発達、言語発達、認知発達、社会性の発達について、具体的な内容
を説明できる。 
②幼児、児童の心身の発達に対する外的及び内的要因の相互作用と、発達に関する代表的理
論を踏まえ、子どもの発達支援に必要な知識とその意義を説明できる。 
 

19.教科書・教材 
「やさしく学べる乳幼児の発達心理学: 妊娠、出産から子育てまで」 
田中亜裕子著 創元社  
 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

Webclass 課題・・・30％ 
DVD 感想：20％ 
期末テスト・・・50％ 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

⽕曜昼休み：センターオフィスアワー 
⽕曜 4 限：研究室オフィスアワー 
⽕、水は神⼾山手、木、金は三木にいます。三木キャンパス所属の学⽣からの質問は、メー
ルあるいは木金に予約制で受け付けます。質問、予約はメールで問い合わせてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1 回 
オリエンテーション 
授業の進め方と、学びの概要について説明する。 
 

 

第 2 回 

胎児期（胎児の発達と⺟体の変化（妊娠、出産）につ
いて学ぶ。） 
胎⽣期、免疫寛容、胎児の発達、低出⽣体重児、体内
環境、妊婦健診 
グループワーク課題：胎児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 

第 3 回 

新⽣児期~乳児期の育ち１（新⽣児期、乳児期の身
体、心理、社会的発達について学ぶ） 
DVD「赤ちゃんの不思議な世界」視聴 
 

Webclass 課題 

第 4 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 2 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
⽣理的早産、ネオテニー、原始行動、赤ちゃんの気質 
グループワーク課題：新⽣児期の発達の基礎知識につ
いて説明する。 
 

Webclass 課題 

第 5 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 3 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
視覚的断崖の実験、認知発達、運動発達、共鳴動作、
微笑、言語の発達、自己認知、共同注意 
 

Webclass 課題 

第 6 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 4 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
愛着理論、内的作業モデル、ハーロウの代理⺟親の実
験、社会的参照、⺟子相互作用、父親の存在 
グループワーク課題：乳児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 

第 7 回 

幼児期の育ち１ 
DVD「里っ子たち」視聴 
幼児期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
 

Webclass 課題 

第 8 回 

幼児期の育ち 2 
幼児期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
身体発育、発達課題、認知発達、心の理論、思考の特
徴、言語発達、第一次反抗期、退行、仲間関係 
グループワーク課題：幼児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 

Webclass 課題 

第 9 回 
児童期の発達１ 
DVD「里山の学校」視聴 
児童期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。  

Webclass 課題 



 

第 10 回 

児童期の発達 2 
児童期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
運動機能・技能の発達、認知発達、思考の発達段階、
人間関係、役割取得、自己意識と自己理解 
グループワーク課題：児童期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 

第 11 回 

発達障害の理解と対応 
知能検査について知り、発達障害の理解と対応を学
ぶ。  
知能分類、知能検査、知的障害、発達障害、発達支援 
グループワーク課題：発達障害に関する心理学的支援
の方法について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 12 回 

子ども臨床 
子ども臨床の基礎事項について学ぶ。  
援助に際して必要な情報、遊戯療法、８つの基本原理 
グループワーク課題：メンタル面での問題を抱えた子
どもと親への心理学的支援について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 13 回 

⻘年期 
⻘年期の発達課題と、⻘年期の心理発達について学ぶ 
性的発達、思考の発達、時間的展望、友人関係、自己
意識、アイデンティティの確⽴ 
グループワーク課題：⻘年期の発達の基礎知識につい
て説明し、自己分析を行う。 
 

Webclass 課題 

第 14 回 

成人期、⽼年期 
成人、高齢者の発達課題と、社会的問題について学
ぶ。  
知的能力の変化、中年期の危機、結婚・育児をめぐる
問題、発達段階、退職⽣活への適応、⽼年期の人格的
変化、死をみつめる 
グループワーク課題：成人期、⽼年期の発達の基礎知
識について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 15 回 総括試験とふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY108-
Y01 

2.科目名 教育心理学 （教職 2 年・心理以外） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
 

9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 

※教員免許取得のための必
修科目 
※教育の基礎的理解に関す
る科目 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 公
認心理師 認定心理士 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし
ています。 
具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過程、学習の
動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、教育心理学
的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的な考え方を
理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
【科目の到達目標】 
①教育心理学における基礎的知識を獲得する。 
②教育現場で起こる課題、問題について教育心理学の基礎知識を用いて考察することができ
る。 

19.教科書・教材 
「やさしい教育心理学 第 5 版]」有斐閣アルマ 
【 ISBN 】 9784641221468 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 Webclass 課題…50％ 
期末試験…50％ 

22.コメント 
⽕、水は神⼾山手、木、金は三木にいます。三木キャンパス所属の学⽣からの質問は、メー
ルあるいは木金に予約制で受け付けます。質問、予約はメールで問い合わせてください。 

23.オフィスアワー 
⽕曜昼休み 学修支援センターオフィスアワー  
⽕曜 4 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション  
・授業の目的と概要、評価 

 



・遠隔授業の進め方 
 

第 2 回 
教育心理学とは何か 
学校教育、教育基本法、⽣きる力、社会人基礎力、教
育心理学で扱う領域 

予習：第 1 章を熟読すること 
 

第 3 回 
記憶とは何か（第 1 章） 
短期記憶、⻑期記憶と意味づけ、忘却 

予習：第 2 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域①） 

第 4 回 
知識と思考（第 2 章） 
表象、宣言的知識、手続き的知識、問題解決、メタ認
知 

予習：第 3 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域①） 

第 5 回 

子どもが「学ぶ」ために必要なこと（第 3 章） 
古典的条件づけ、道具的条件づけ、観察学習、自己強
化  
 

予習：第 4 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 6 回 
「やる気」を出すには？（第 4 章） 
期待‐価値モデル、学習性無力感、自己効力感、動機
づけ、原因帰属 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 7 回 
学校という場で起きること（第５章） 
教師の影響、仲間関係、教師‐⽣徒関係 
 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 

第 8 回 

いじめはなぜおこるのか（第 5 章） 
いじめの発⽣原因、力とその資源、いじめの特徴、い
じめを助⻑するもの 
 

予習：第 6 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 
 

第 9 回 
どのように教えるか（第 6 章） 
行動主義心理学:プログラム学習、完全習得学習 
認知心理学：発見学習、有意味受容学習 

予習：第 7 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 10 回 
学校における「評価」とは何か（第 7 章） 
評価の目的、基準、学力を測る、知能を測る、性格を
測る 

予習：第 8 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 11 回 
ヒトの発達について考える（第 8 章） 
発達と成⻑、発達段階、成熟と学習、遺伝と環境、学
習の臨界期。敏感期 

予習：第 9 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 12 回 知的発達のメカニズム（第 9 章） 
知能指数、知能観、知能の発達 

予習：第 11 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 13 回 
困難を抱える子どもたち（第 11 章） 
知的障害、発達障害 

予習：第 10 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 14 回 
人格発達の基礎（第 10 章） 
フロイトの発達段階、エリクソンの発達段階、愛着理
論、自我同一性 

復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 15 回 最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY109-
M01 

2.科目名 心理学基礎 （6 月 10 日〜7 月 29 日） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 
臨床心理学分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
本講義では心理学の基礎と看護実践への活用のためのストレスマネジメントを学ぶ。人間の
心理や行動の一般法則を知ることにより、看護をする自分について理解を深め、看護を受け
る側について理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①心理学がどのような学問かを説明することができる。（専門的知識・技能の活用） 
②人間の行動を客観的・実証的に捉えるための研究法について説明できる。（専門的知識・
技能の活用） 
③心理学の専門用語・人名を理解し、説明することができる。（自律性） 
④心理学が医療現場においてどのように役⽴つかを説明することができる。（専門的知識・
技能の活用） 
 

19.教科書・教材 
藤本忠明 他編 ワークショップ心理学 ナカニシヤ出版 
（購入申込者には、税抜きにて販売、詳細は 5 月に Webclass および掲示を確認してくださ
い。） 

20.参考文献 

系統看護学講座 基礎分野 「心理学」辰野千寿 1996 年 医学書院 
その他、授業中に適宜紹介する。 
資料も授業中に配布する。 
 

21.成績評価 
①平常課題            10％ （①②に対応） 
②専門用語・人名解説レポート   40％ （①②③に対応） 
③総括試験 （レポート）     50％ （①③④に対応） 

22.コメント 「心理学基礎」の教科書は、各自で準備して下さい。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：水曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（三木 C：金曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

オリエンテーション〜授業の説明 
心理学とは 
 

○個人ワーク：教科書の心理学研究の歴史に
関する部分を読み授業で概観した事がらを振
り返る（90 分）。 

第 2 回 
性格とパーソナリティについて学ぶ。 
テキストの配布 
 

○個人ワーク：キャリアと心理学に関する書
籍を読み分からないところをチェックする
（90 分）。 

第 3 回 
 

感覚と知覚について学ぶ 
 

○個人ワーク：知能・記憶・知覚に関する書
籍を読み分からないところをチェックする
（90 分）。 

第 4 回 
 

発達について学ぶ。 
 

○個人ワーク：死と病に関する書籍を読み分
からないところをチェックする（90 分） 

第 5 回 さまざまな心理療法・カウンセリングの基礎について ○個人ワーク：パーソナリティに関する書籍



 学ぶ。 
 

を読み分からないところをチェックする
（90 分）。 

第 6 回 
 

キャリアと心理学 
職場の人間関係について考える。 
教科書 p.224〜242 
 

○個人ワーク：心理療法に関する書籍を読み
分からないところをチェックする（90 分）。 

第 7 回 
 

医療に関する心理学について学ぶ。 
教科書 p.224〜242 
 

○個人ワーク：医療に関する心理学に関する
書籍を読み分からないところをチェックする
（90 分）。 

第 8 回 
 

総括レポートの作成  

   
第 10 回   
第 11 回   
第 12 回   
第 13 回   
第 14 回   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY112-
Y01 

2.科目名 心理学入門 3.単位数 4 

4.授業担当教員 太田裕彦、上田真由子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 この科目は、人間が日常⽣活の中で展開する代表的な心理を題材としてとりあげ、多様な
側面から人間をとらえます。人間行動を考えることは人間や社会とどのようなつながりがあ
り、どのような役に⽴つのかということを具体的に考える手掛かりにしたいと思います。 
 個人的なテーマからはじまり、社会・文化的なテーマへと、幅広く対象として取り上げ、
人間の行動や心理に関する現象、原因、機能、対処法などについていろんな角度から考えて
みます。 
 このように心理学入門では人間を理解する幅広い視点を養いながら、さらに深く「人間と
は何か」 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（2）多様性理解 の学
修に関連しています。 
 学修目標の基本は、人間の心理に関する基本的概念を理解し、さらに人間の行動を理解す
る多様な視点を身につけることです。 
 学期の主題「多様性の理解」との関連：個人間・性別間・⺠族間・時代間等々、さまざま
なレベルで人間の物の見方や考え方には、共通性と同時に差異性があリます。初年次の心理
学入門としては、常識や偏見に左右されずに人間心理を理解することを目指し、そのために
はとりわけ個人間や性別間での共通性と差異性を踏まえた上での多様性に改めて気づき、多
様性のもつ意味を考えられるよう、学修を促します。 
 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 授業の中で必要に応じて紹介する。また資料類は適宜配布する。 

21.成績評価 

1) 各回の振り返りレポートの提出（27 回分）    54 点                  
2) 最終総括試験                                                 46 点 
                      
                       合計 100 点 
 

22.コメント 

私たちがふだん何気なく感じたり思ったり考えたりすること、行動することが、かなり複雑
であり，さまざまな意味や役割を持っていることに気づいて欲しいと思います。また、そこ
から人間の心理とはなにか、世のため人のために心理学が役⽴てられることは何か、といっ
た問題をぜひ考えて下さい。 
 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 
上田：水曜 昼休み（メディアライブラリー内） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 
 

 
オリエンテーション：講義のねらいや進め方など，シ
ラバス内容に即して説明を行う。 
心理学って何？ キーワード：人間、心、行動 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「心理学っ
て何？」に向けて≪キーワード：人間、心、
行動≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「やる気を



起こすには？」に向けて≪キーワード：外発
的動機、内発的動機、自己効力感≫の下調べ
をする＜120 分＞ 
 

第 3 回 
第 4 回 
 

 
やる気を起こすには？  
キーワード：外発的動機、内発的動機、自己効力感 
自分を好きになるには？  
キーワード：自己肯定感、社会的比較 
 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「自分を好
きになるには？」に向けて≪キーワード：自
己肯定感、社会的比較≫の下調べをする＜
120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「他者に好
かれるには？」に向けて≪キーワード：好意
の返報性、近接性、類似性、身体的魅力、相
補性≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 5 回 
第 6 回 
 

 
他者に好かれるには？  
キーワード：好意の返報性、近接性、類似性、身体的
魅力、相補性 
他者との距離をどう保つ？  
キーワード：心理的距離、パーソナル・スペース 

〇個人ワーク ：次回の授業の課題「他者と
の距離をどう保つ？」に向けて≪キーワー
ド：心理的距離、パーソナル・スペース≫の
下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「自己
紹介のコツは？」に向けて≪キーワード：印
象形成、確証バイアス、中心的特性、周辺特
性≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 7 回 
第 8 回 
 

 
自己紹介のコツは？  
キーワード：印象形成、確証バイアス、中心的特性、
周辺特性 
問題の原因は？   
キーワード： 内的帰属、外的帰属 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「問題
の原因は？」に向けて≪キーワード： 内的
帰属、外的帰属≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「困っ
たときには？」に向けて≪問題対処、認知の
歪み≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

第 9 回 
第 10 回 
 

 
困ったときには？  
キーワード：問題対処、認知の歪み 
他者を助けるとは？  
キーワード：愛他的行動、向社会的行動 
 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「他者
を助けるとは？」に向けて≪キーワード：愛
他的行動、向社会的行動≫の下調べをする＜
120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「性格
とは？」に向けて≪キーワード：性格テス
ト、ビッグファイブ理論≫の下調べをする＜
120 分＞ 
 

第 11 回 
第 12 回 
 

 
性格とは？  
キーワード：性格テスト、ビッグファイブ理論 
ストレスとは？  
キーワード：ストレス、ストレスコーピング 
 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「スト
レスとは？」に向けて≪キーワード：ストレ
ス、ストレスコーピング≫の下調べをする＜
120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「遊び
とは？」に向けて≪キーワード：ホモ・ルー
デンス、覚醒≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 13 回 

 
遊ぶとは？   

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「働く
とは？」に向けて≪キーワード ： 働きが



第 14 回 
 

キーワード：ホモ・ルーデンス、覚醒 
働くとは？  
キーワード：働きがい、シャドーワーク 
 

い、シャドーワーク≫の下調べをする＜120
分＞ 
〇個人ワーク ： 次回、中間振り返りに向
けて第 2〜14 回までの内容について復習し
ておく＜240 分＞ 
 

 
第 15 回 
第 16 回 
 

 
中間振り返り：第 2〜14 回までの振り返り 
感情とは？  
キーワード：喜び、悲しみ、怒り、驚き、恐れ、嫌悪 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「感情と
は？」に向けて≪キーワード：喜び、悲し
み、怒り、驚き、恐れ、嫌悪≫の下調べをす
る＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「錯覚と
は？」に向けて≪キーワード：錯覚、錯視≫
の下調べをする＜120 分＞ 
 

第 17 回 
第 18 回 
 

 
錯覚とは？  
キーワード：錯覚、錯視 
  
⾊彩とは？  
キーワード：暖⾊系、寒⾊系、膨張⾊、収縮⾊ 
 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「⾊彩と
は？」に向けて≪キーワード：暖⾊系、寒⾊
系、膨張⾊、収縮⾊≫の下調べをする＜120
分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「記憶と
は？」に向けて≪キーワード：短期記憶、⻑
期記憶、再⽣、再認≫の下調べをする＜120
分＞ 
 

 
第 19 回 
第 20 回 
 

 
記憶とは？  
キーワード：短期記憶、⻑期記憶、再⽣、再認  
練習すると？  
キーワード：学習、練習効果 
 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「練習する
と？」に向けて≪キーワード：学習、練習効
果≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「左手から
右手に？」に向けて≪キーワード：学習の転
移、両側性転移≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 21 回 
第 22 回 
 

 
左手から右手に？  
キーワード：学習の転移、両側性転移 
おいしいとは？  
キーワード：官能評価、味覚嫌悪学習、味覚嗜好学習 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「おいしい
とは？」に向けて≪キーワード：官能評価、
味覚嫌悪学習、味覚嗜好学習≫の下調べをす
る＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「なが
らスマホとは？」に向けて≪キーワード：パ
フォーマンス、処理資源≫の下調べをする＜
120 分＞  
 

 
第 23 回 
第 24 回 
 

 
ながらスマホとは？  
キーワード：パフォーマンス、処理資源 
迷うとは？ 
キーワード：欲求、コンフリクト、フラストレーショ
ン 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「迷うと
は？」に向けて≪キーワード：欲求、コンフ
リクト、フラストレーション≫の下調べをす
る＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「流行
とは？」に向けて≪キーワード：ファッショ
ン、クラッシック、同調行動≫の下調べをす
る＜120 分＞ 

  〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「うわ



第 25 回 
第 26 回 
 

流行とは？  
キーワード：ファッション、クラッシック、同調行動 
うわさとは？  
キーワード：うわさ、情報の変容 

さとは？」に向けて≪キーワード：うわさ、
情報の変容≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「ネッ
ト社会とは？」に向けて≪キーワード：匿名
性、SNS≫の下調べをする＜120 分＞ 

第 27 回 
第 28 回 
 

ネット社会とは？  
キーワード：匿名性、SNS 
食と社会・文化？  
キーワード：食のタブー、ファーストフード、スロー
フード 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「食と
社会・文化？」に向けて≪キーワード：食の
タブー、ファーストフード、スローフード≫
の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「心理学と
は何か？」に向けて≪キーワード：人間、
心、行動≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 29 回 
第 30 回 
 

心理学とは何か？：まとめと振り返り 
キーワード：人間、心、行動 
最終総括試験 

〇個人ワーク ： 次回、最終総括試験に向
けて第 2〜29 回までの内容について復習し
ておく＜240 分＞ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY112-
m01 

2.科目名 心理学入門 3.単位数 4 

4.授業担当教員 上田真由子、太田裕彦 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 この科目は、人間が日常⽣活の中で展開する代表的な心理を題材としてとりあげ、多様な
側面から人間をとらえます。人間行動を考えることは人間や社会とどのようなつながりがあ
り、どのような役に⽴つのかということを具体的に考える手掛かりにしたいと思います。 
 個人的なテーマからはじまり、社会・文化的なテーマへと、幅広く対象として取り上げ、
人間の行動や心理に関する現象、原因、機能、対処法などについていろんな角度から考えて
みます。 
 このように心理学入門では人間を理解する幅広い視点を養いながら、さらに深く「人間と
は何か」 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（2）多様性理解 の学
修に関連しています。 
 学修目標の基本は、人間の心理に関する基本的概念を理解し、さらに人間の行動を理解す
る多様な視点を身につけることです。 
 学期の主題「多様性の理解」との関連：個人間・性別間・⺠族間・時代間等々、さまざま
なレベルで人間の物の見方や考え方には、共通性と同時に差異性があリます。初年次の心理
学入門としては、常識や偏見に左右されずに人間心理を理解することを目指し、そのために
はとりわけ個人間や性別間での共通性と差異性を踏まえた上での多様性に改めて気づき、多
様性のもつ意味を考えられるよう、学修を促します。 
 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 授業の中で必要に応じて紹介する。また資料類は適宜配布する。 

21.成績評価 

1) 各回の振り返りレポートの提出（27 回分）    54 点                  
2) 最終総括試験                                                 46 点 
                      
                       合計 100 点 
 

22.コメント 

私たちがふだん何気なく感じたり思ったり考えたりすること、行動することが、かなり複雑
であり，さまざまな意味や役割を持っていることに気づいて欲しいと思います。また、そこ
から人間の心理とはなにか、世のため人のために心理学が役⽴てられることは何か、といっ
た問題をぜひ考えて下さい。 
 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 
上田：水曜 昼休み（メディアライブラリー内） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 
 

 
オリエンテーション：講義のねらいや進め方など，シ
ラバス内容に即して説明を行う。 
心理学って何？ キーワード：人間、心、行動 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「心理学っ
て何？」に向けて≪キーワード：人間、心、
行動≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「やる気を



起こすには？」に向けて≪キーワード：外発
的動機、内発的動機、自己効力感≫の下調べ
をする＜120 分＞ 
 

第 3 回 
第 4 回 
 

 
やる気を起こすには？  
キーワード：外発的動機、内発的動機、自己効力感 
自分を好きになるには？  
キーワード：自己肯定感、社会的比較 
 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「自分を好
きになるには？」に向けて≪キーワード：自
己肯定感、社会的比較≫の下調べをする＜
120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「他者に好
かれるには？」に向けて≪キーワード：好意
の返報性、近接性、類似性、身体的魅力、相
補性≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 5 回 
第 6 回 
 

 
他者に好かれるには？  
キーワード：好意の返報性、近接性、類似性、身体的
魅力、相補性 
他者との距離をどう保つ？  
キーワード：心理的距離、パーソナル・スペース 

〇個人ワーク ：次回の授業の課題「他者と
の距離をどう保つ？」に向けて≪キーワー
ド：心理的距離、パーソナル・スペース≫の
下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「自己
紹介のコツは？」に向けて≪キーワード：印
象形成、確証バイアス、中心的特性、周辺特
性≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 7 回 
第 8 回 
 

 
自己紹介のコツは？  
キーワード：印象形成、確証バイアス、中心的特性、
周辺特性 
問題の原因は？   
キーワード： 内的帰属、外的帰属 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「問題
の原因は？」に向けて≪キーワード： 内的
帰属、外的帰属≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「困っ
たときには？」に向けて≪問題対処、認知の
歪み≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

第 9 回 
第 10 回 
 

 
困ったときには？  
キーワード：問題対処、認知の歪み 
他者を助けるとは？  
キーワード：愛他的行動、向社会的行動 
 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「他者
を助けるとは？」に向けて≪キーワード：愛
他的行動、向社会的行動≫の下調べをする＜
120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「性格
とは？」に向けて≪キーワード：性格テス
ト、ビッグファイブ理論≫の下調べをする＜
120 分＞ 
 

第 11 回 
第 12 回 
 

 
性格とは？  
キーワード：性格テスト、ビッグファイブ理論 
ストレスとは？  
キーワード：ストレス、ストレスコーピング 
 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「スト
レスとは？」に向けて≪キーワード：ストレ
ス、ストレスコーピング≫の下調べをする＜
120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「遊び
とは？」に向けて≪キーワード：ホモ・ルー
デンス、覚醒≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 13 回 

 
遊ぶとは？   

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「働く
とは？」に向けて≪キーワード ： 働きが



第 14 回 
 

キーワード：ホモ・ルーデンス、覚醒 
働くとは？  
キーワード：働きがい、シャドーワーク 
 

い、シャドーワーク≫の下調べをする＜120
分＞ 
〇個人ワーク ： 次回、中間振り返りに向
けて第 2〜14 回までの内容について復習し
ておく＜240 分＞ 
 

 
第 15 回 
第 16 回 
 

 
中間振り返り：第 2〜14 回までの振り返り 
感情とは？  
キーワード：喜び、悲しみ、怒り、驚き、恐れ、嫌悪 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「感情と
は？」に向けて≪キーワード：喜び、悲し
み、怒り、驚き、恐れ、嫌悪≫の下調べをす
る＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「錯覚と
は？」に向けて≪キーワード：錯覚、錯視≫
の下調べをする＜120 分＞ 
 

第 17 回 
第 18 回 
 

 
錯覚とは？  
キーワード：錯覚、錯視 
  
⾊彩とは？  
キーワード：暖⾊系、寒⾊系、膨張⾊、収縮⾊ 
 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「⾊彩と
は？」に向けて≪キーワード：暖⾊系、寒⾊
系、膨張⾊、収縮⾊≫の下調べをする＜120
分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「記憶と
は？」に向けて≪キーワード：短期記憶、⻑
期記憶、再⽣、再認≫の下調べをする＜120
分＞ 
 

 
第 19 回 
第 20 回 
 

 
記憶とは？  
キーワード：短期記憶、⻑期記憶、再⽣、再認  
練習すると？  
キーワード：学習、練習効果 
 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「練習する
と？」に向けて≪キーワード：学習、練習効
果≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「左手から
右手に？」に向けて≪キーワード：学習の転
移、両側性転移≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 21 回 
第 22 回 
 

 
左手から右手に？  
キーワード：学習の転移、両側性転移 
おいしいとは？  
キーワード：官能評価、味覚嫌悪学習、味覚嗜好学習 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「おいしい
とは？」に向けて≪キーワード：官能評価、
味覚嫌悪学習、味覚嗜好学習≫の下調べをす
る＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「なが
らスマホとは？」に向けて≪キーワード：パ
フォーマンス、処理資源≫の下調べをする＜
120 分＞  
 

 
第 23 回 
第 24 回 
 

 
ながらスマホとは？  
キーワード：パフォーマンス、処理資源 
迷うとは？ 
キーワード：欲求、コンフリクト、フラストレーショ
ン 

〇個人ワーク：次回の授業の課題「迷うと
は？」に向けて≪キーワード：欲求、コンフ
リクト、フラストレーション≫の下調べをす
る＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「流行
とは？」に向けて≪キーワード：ファッショ
ン、クラッシック、同調行動≫の下調べをす
る＜120 分＞ 

  〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「うわ



第 25 回 
第 26 回 
 

流行とは？  
キーワード：ファッション、クラッシック、同調行動 
うわさとは？  
キーワード：うわさ、情報の変容 

さとは？」に向けて≪キーワード：うわさ、
情報の変容≫の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「ネッ
ト社会とは？」に向けて≪キーワード：匿名
性、SNS≫の下調べをする＜120 分＞ 

第 27 回 
第 28 回 
 

ネット社会とは？  
キーワード：匿名性、SNS 
食と社会・文化？  
キーワード：食のタブー、ファーストフード、スロー
フード 

〇個人ワーク ： 次回の授業の課題「食と
社会・文化？」に向けて≪キーワード：食の
タブー、ファーストフード、スローフード≫
の下調べをする＜120 分＞ 
〇個人ワーク：次回の授業の課題「心理学と
は何か？」に向けて≪キーワード：人間、
心、行動≫の下調べをする＜120 分＞ 
 

 
第 29 回 
第 30 回 
 

心理学とは何か？：まとめと振り返り 
キーワード：人間、心、行動 
最終総括試験 

〇個人ワーク ： 次回、最終総括試験に向
けて第 2〜29 回までの内容について復習し
ておく＜240 分＞ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY202-
Y01 

2.科目名 心理学研究法 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠、上田真由子、富田瑛智、堀尾強 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士  
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義および演習 
全体を 4 クラスに分かれて輪講形式の授業
を行う。 
 

16.履修制限 クラス分けを行うので、必ず自分のクラスで受講すること 

17.授業の目的と概要 

この講義では、  
①心理学における実証的研究法（量的研究及び質的研究） 
② データを用いた実証的な思考方法  
③研究における倫理  の 3 点を学ぶ。 
次の 3 種類のプログラムが行われる。 
①富田担当：7 回にわたり、質問紙調査法をテーマとする授業を行う。実際に質問紙を作
成・配布・入力・分析を行うことにより、量的研究方法を学ぶことを目的としている。 
②中山担当：7 回にわたり、実験法をテーマとする授業を行う。実験によって主に量的研究
を行う方法と実験実施上の留意点について講義形式で学ぶとともに、演習形式で実験計画の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
与えられた課題に対し、特定の科学的データ収集を設計・実施できる。 
具体的には、心理学分野における様々な研究方法を理解し、卒業論文に向けて適切な手法を
選択できることができることを目標とする。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

【質問紙調査法】 
・先行研究の尺度提出 10％ 
・個人の尺度提出 10％ 
・グループの質問紙提出 10％ 
・データ分析 20％ 
・最終レポート 50％ 
【実験法】 
・毎回の授業終了後の課題 40％ 
・記憶レポート      20％ 
・命題の真偽レポート   40％ 
【観察法】 
・練習課題のレポート 10％ 
・観察データ提出 20％ 
・レポート 1 20％ 
・レポート 2（最終） 50％ 
【インタビュー法】 



提出課題    40％     
最終レポート  60％ 
※4 つの研究法の成績の平均を科目の成績と 

22.コメント 

・グループ分けを初回ガイダンスでお知らせしますので、 
 そのグループで授業を受けてください。 
 配当グループで参加しない場合、成績がつけられません。 
・最低限のパソコン操作（エクセル、ワード、文献検索など）を身につけていること。 
・実習作業が多く、終了しない場合は授業外学修を求める。 
・統計学Ⅰの単位を修得済みであることを前提に授業を進める。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 全体【グループ A,B,C 合同】オリエンテー
ション  
 授業の進め方・心理学研究法の流れ ・尺度の説明 
等 
（以下、オリエンテーション時のクラス分け（A・
B・C）によって、プログラムの順番が違います。） 
 SA が補助に入る 
 

 

 

○観察法（SA が毎回補助に入る） 
第 1 回 観察法とは 
第 2 回 代表的な手法の体験（観察の練習）とその
分析 
第 3 回 観察対象と観察方法，取得するデータの決
定 
第 4 回 観察の実施とデータの集計 
第 5 回 量的データの解釈と議論 
第 6 回 レポート作成 
第 7 回 ふりかえり 

 

 

〇実験法（SA が毎回補助に入る） 
第 1 回 実験とは 
第 2 回 感覚記憶の実験処理 t 検定 
   実験の準備：実験仮説の設定（条件の配置）、
手続きの決定、教示の作成 
第 3 回 手続き修整 本実験 データ処理と報告書
作成 
  
第 4 回 命題の真偽判断とは？ 
第 5 回 真偽判断 刺激作成 実験実施   
第 6 回 二要因分散分析 
第 7 回 結果の考察 レポート作成 
 

 

 

○質問紙調査法（SA が毎回補助に入る） 
第 1 回 質問紙調査法について グループ＆テーマ
決め 
第 2 回 グループの共通尺度作成、個人テーマの決
定 

 



第 3 回 因子分析について 個人の文献検索 
第 4 回 質問紙の作成・提出・データ収集 
第 5 回 データ入力・項目分析、因子分析、信頼性
分析 
第６回 因子分析、相関分析 
第７回 レポート作成 
 

○インタビ
ュー調査 
 

○インタビュー調査（SA が毎回補助に入る） 
インタビュー法（その１） インタビューのねらいと
構成要素を学び，各自のテーマを検討・決定する  
インタビュー法（その２） インタビューの具体例を
視聴したのち，各自のインタビューの具体的な質問項
目を作成し，１回目のインタビューを実施する  
インタビュー法（その３） 1 回目インタビューにつ
いて振り返り、必要に応じて質問を修正し，2 回目の
インタビューを実施する  
インタビュー法（その４） インタビュー内容の文字
化を学び，2 回目インタビューの内容を文字化する 
（ 

 

 
第 30 回 全体【A・B・C 合同】の総括的振り返り  
（SA が補助に入る） 

 

 

グループ A：観察法→実験法→質問紙法→インタビュ
ー法 
グループ B：実験法→→質問紙法→インタビュー法→
観察法 
グループ C：質問紙調査法→インタビュー法→観察法
→実験法  
グループ D:インタビュー法→観察法→実験法→質問
紙法 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY202-
Y03 

2.科目名 心理学研究法 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士  
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義および演習 
全体を 4 クラスに分かれて輪講形式の授業
を行う。 
 

16.履修制限 クラス分けを行うので、必ず自分のクラスで受講すること 

17.授業の目的と概要 

この講義では、  
①心理学における実証的研究法（量的研究及び質的研究） 
② データを用いた実証的な思考方法  
③研究における倫理  の 3 点を学ぶ。 
次の 3 種類のプログラムが行われる。 
①上田担当：7 回にわたり、質問紙調査法をテーマとする授業を行う。実際に質問紙を作
成・配布・入力・分析を行うことにより、量的研究方法を学ぶことを目的としている。 
②中山担当：7 回にわたり、実験法をテーマとする授業を行う。実験によって主に量的研究
を行う方法と実験実施上の留意点について講義形式で学ぶとともに、演習形式で実験計画の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
与えられた課題に対し、特定の科学的データ収集を設計・実施できる。 
具体的には、心理学分野における様々な研究方法を理解し、卒業論文に向けて適切な手法を
選択できることができることを目標とする。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

【質問紙調査法】 
・先行研究の尺度提出 10％ 
・個人の尺度提出 10％ 
・グループの質問紙提出 10％ 
・データ分析 20％ 
・最終レポート 50％ 
【実験法】 
・毎回の授業終了後の課題 40％ 
・記憶レポート      20％ 
・命題の真偽レポート   40％ 
【観察法】 
・練習課題のレポート 10％ 
・観察データ提出 20％ 
・レポート 1 20％ 
・レポート 2（最終） 50％ 
【インタビュー法】 



※4 つの研究法の成績の平均を科目の成績とするが、1 つでも６０点未満があった場合、そ
れを成績とす 

22.コメント 

・グループ分けを初回ガイダンスでお知らせしますので、 
 そのグループで授業を受けてください。 
 配当グループで参加しない場合、成績がつけられません。 
・最低限のパソコン操作（エクセル、ワード、文献検索など）を身につけていること。 
・実習作業が多く、終了しない場合は授業外学修を求める。 
・統計学Ⅰの単位を修得済みであることを前提に授業を進める。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 全体【グループ A,B,C 合同】オリエンテー
ション  
 授業の進め方・心理学研究法の流れ ・尺度の説明 
等 
（以下、オリエンテーション時のクラス分け（A・
B・C）によって、プログラムの順番が違います。） 
 

 

 

○観察法 
第 1 回 観察法とは 
第 2 回 代表的な手法の体験（観察の練習）とその
分析 
第 3 回 観察対象と観察方法，取得するデータの決
定 
第 4 回 観察の実施とデータの集計 
第 5 回 量的データの解釈と議論 
第 6 回 レポート作成 
第 7 回 質的データの解釈と議論 
第 8 回 レポート作成 
第 9 回 ふりかえり 

 

 

〇実験法 
第 1 回 実験とは 
第 2 回 感覚記憶の実験処理 t 検定 
   実験の準備：実験仮説の設定（条件の配置）、
手続きの決定、教示の作成 
第 3 回 予備実験 手続き修整 本実験 データ処
理と報告書作成 
  
第 4 回 命題の真偽判断とは？ 
第 5 回 真偽判断 刺激作成   
第 6 回 実験の実施 
第 7 回 二要因の分散分析を実施し，結果の考察 
第 8 回 レポート作成 
第 9 回 ふりかえり 

 

 

○質問紙調査法 
第 1 回 質問紙調査法について グループ＆テーマ
決め 
第 2 回 グループの共通尺度作成、個人テーマの決

 



定 
第 3 回 因子分析について 個人の文献検索 
第 4 回 質問紙の作成・提出・データ収集 
第 5 回 データ収集・データ入力・データ提出 
第 6 回 項目分析、因子分析、信頼性分析 
第 7 回 因子分析、相関分析 
第 8 回 レポート作成 
第 9 回 レポート作成 

○インタビ
ュー調査 
 

○インタビュー調査 
インタビュー法（その１） インタビューのねらいと
構成要素を学び，各自のテーマを検討・決定する  
インタビュー法（その２） インタビューの具体例を
視聴したのち，各自のインタビューの具体的な質問項
目を作成し，１回目のインタビューを実施する  
インタビュー法（その３） 1 回目インタビューにつ
いて振り返り、必要に応じて質問を修正し，2 回目の
インタビューを実施する  
インタビュー法（その４） インタビュー内容の文字
化を学び，2 回目インタビューの内容を文字化する 
（文字起こしを提出） 
 

 

 第 30 回 全体【A・B・C 合同】の総括的振り返り  

 

グループ A：観察法→実験法→質問紙法→インタビュ
ー法 
グループ B：実験法→→質問紙法→インタビュー法→
観察法 
グループ C：質問紙調査法→インタビュー法→観察法
→実験法  
グループ D:インタビュー法→観察法→実験法→質問
紙法 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY213-
Y01 

2.科目名 教育・学校心理学 （心理・社会） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
【神⼾山手キャンパス】 
心理学部、人間科学部、社会学部 
 

9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 

※教員免許取得のための必
修科目 
※教育の基礎的理解に関す
る科目 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 公
認心理師 認定心理士 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし
ています。 
具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過程、学習の
動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、教育心理学
的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的な考え方を
理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
【科目の到達目標】 
①教育心理学における基礎的知識を獲得する。 
②教育現場で起こる課題、問題について教育心理学の基礎知識を用いて考察することができ
る。 

19.教科書・教材 「やさしい教育心理学 第 5 版]」有斐閣アルマ 
【 ISBN 】 9784641221468 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
Webclass 課題…50％ 
期末試験…50％ 

22.コメント ⽕、水は神⼾山手、木、金は三木にいます。三木キャンパス所属の学⽣からの質問は、メー
ルあるいは木金に予約制で受け付けます。質問、予約はメールで問い合わせてください。 

23.オフィスアワー 
⽕曜昼休み 学修支援センターオフィスアワー  
⽕曜 4 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション   



・授業の目的と概要、評価 
・遠隔授業の進め方 
 

第 2 回 
教育心理学とは何か 
学校教育、教育基本法、⽣きる力、社会人基礎力、教
育心理学で扱う領域 

予習：第 1 章を熟読すること 
 

第 3 回 
記憶とは何か（第 1 章） 
短期記憶、⻑期記憶と意味づけ、忘却 

予習：第 2 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域①） 

第 4 回 
知識と思考（第 2 章） 
表象、宣言的知識、手続き的知識、問題解決、メタ認
知 

予習：第 3 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域①） 

第 5 回 

子どもが「学ぶ」ために必要なこと（第 3 章） 
古典的条件づけ、道具的条件づけ、観察学習、自己強
化  
 

予習：第 4 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 6 回 
「やる気」を出すには？（第 4 章） 
期待‐価値モデル、学習性無力感、自己効力感、動機
づけ、原因帰属 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 7 回 
学校という場で起きること（第５章） 
教師の影響、仲間関係、教師‐⽣徒関係 
 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 

第 8 回 

いじめはなぜおこるのか（第 5 章） 
いじめの発⽣原因、力とその資源、いじめの特徴、い
じめを助⻑するもの 
 

予習：第 6 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 
 

第 9 回 
どのように教えるか（第 6 章） 
行動主義心理学:プログラム学習、完全習得学習 
認知心理学：発見学習、有意味受容学習 

予習：第 7 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 10 回 
学校における「評価」とは何か（第 7 章） 
評価の目的、基準、学力を測る、知能を測る、性格を
測る 

予習：第 8 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 11 回 
ヒトの発達について考える（第 8 章） 
発達と成⻑、発達段階、成熟と学習、遺伝と環境、学
習の臨界期。敏感期 

予習：第 9 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 12 回 
知的発達のメカニズム（第 9 章） 
知能指数、知能観、知能の発達 

予習：第 11 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 13 回 
困難を抱える子どもたち（第 11 章） 
知的障害、発達障害 

予習：第 10 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 14 回 
人格発達の基礎（第 10 章） 
フロイトの発達段階、エリクソンの発達段階、愛着理
論、自我同一性 

復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 15 回 最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY213-
m01 

2.科目名 教育・学校心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
【三木キャンパス】 
心理学科、人間心理学科、経営学科 

9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 

※教員免許取得のための必
修科目 
※教育の基礎的理解に関す
る科目 
高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 公
認心理師 認定心理士 保
育士 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
※三木キャンパスで受講する学⽣は、ノートパソコンとイヤホンを持参ください。 
 

17.授業の目的と概要 

この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし
ています。 
具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過程、学習の
動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、教育心理学
的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的な考え方を
理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
【科目の到達目標】 
①教育心理学における基礎的知識を獲得する。 
②教育現場で起こる課題、問題について教育心理学の基礎知識を用いて考察することができ
る。 

19.教科書・教材 「やさしい教育心理学 第 5 版]」有斐閣アルマ 
【 ISBN 】 9784641221468 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
Webclass 課題…50％ 
期末試験…50％ 

22.コメント ⽕、水は神⼾山手、木、金は三木にいます。三木キャンパス所属の学⽣からの質問は、メー
ルあるいは木金に予約制で受け付けます。質問、予約はメールで問い合わせてください。 

23.オフィスアワー 
⽕曜昼休み 学修支援センターオフィスアワー  
⽕曜 4 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション   



・授業の目的と概要、評価 
・遠隔授業の進め方 
 

第 2 回 
教育心理学とは何か 
学校教育、教育基本法、⽣きる力、社会人基礎力、教
育心理学で扱う領域 

予習：第 1 章を熟読すること 
 

第 3 回 
記憶とは何か（第 1 章） 
短期記憶、⻑期記憶と意味づけ、忘却 

予習：第 2 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域①） 

第 4 回 
知識と思考（第 2 章） 
表象、宣言的知識、手続き的知識、問題解決、メタ認
知 

予習：第 3 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域①） 

第 5 回 

子どもが「学ぶ」ために必要なこと（第 3 章） 
古典的条件づけ、道具的条件づけ、観察学習、自己強
化  
 

予習：第 4 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 6 回 
「やる気」を出すには？（第 4 章） 
期待‐価値モデル、学習性無力感、自己効力感、動機
づけ、原因帰属 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 7 回 
学校という場で起きること（第５章） 
教師の影響、仲間関係、教師‐⽣徒関係 
 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 

第 8 回 

いじめはなぜおこるのか（第 5 章） 
いじめの発⽣原因、力とその資源、いじめの特徴、い
じめを助⻑するもの 
 

予習：第 6 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 
 

第 9 回 
どのように教えるか（第 6 章） 
行動主義心理学:プログラム学習、完全習得学習 
認知心理学：発見学習、有意味受容学習 

予習：第 7 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 10 回 
学校における「評価」とは何か（第 7 章） 
評価の目的、基準、学力を測る、知能を測る、性格を
測る 

予習：第 8 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 11 回 
ヒトの発達について考える（第 8 章） 
発達と成⻑、発達段階、成熟と学習、遺伝と環境、学
習の臨界期。敏感期 

予習：第 9 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 12 回 
知的発達のメカニズム（第 9 章） 
知能指数、知能観、知能の発達 

予習：第 11 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 13 回 
困難を抱える子どもたち（第 11 章） 
知的障害、発達障害 

予習：第 10 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 14 回 
人格発達の基礎（第 10 章） 
フロイトの発達段階、エリクソンの発達段階、愛着理
論、自我同一性 

復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 15 回 最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY214-
Y01 

2.科目名 災害心理学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 道免逸子、太田裕彦 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義  
前半は太田担当で 4 月 14 日（木）から４
限５限の２コマ続きの授業を行います。前
半最後は 6 月 9 日（木）4 限です。 
後半は道免担当で同じく６月９日（木）の
５限スタートで、16 日から４限５限の２
コマ続きの授業となります。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、災害心理学で扱う問題について全体像を掴み、災害の種類と特徴について学
び、これまで社会はどのように災害と向き合ってきたかについて考える。また、災害発⽣時
の心理、発⽣後の心理について学び、被災者、被害者、及び援助者の心理的問題への対処法
について、理解を深めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)のうち、2.社会や他者に能動的に貢献する姿
勢、4.問題発見解決力、6.専門的知識技能の活用の学修に関連します。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①災害にはどのようなものがあるか説明できる 
②災害時の心理について基礎的な事項を説明できる 
③災害後の心理的問題について、基礎的な事項を説明できる 
④災害時の支援のあり方の基本について説明できる 
⑤被災時の自己や他者との関わり方について、我が身に引きつけて理解している 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

【前半（太田）】50％ 
①各授業におけるミニレポート（7 週分）28％ 
②中間試験 1 回〜14 回の内容      22％ 
【後半（道免）】50％ 
①各授業における小レポート 7 回   35％ 
②期末試験 16 回〜２８回の内容    15% 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：    （道免）                  
センターオフィスアワー：   （道免） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 2 回 

オリエンテーション 
本授業のねらいや進め方等について説明する 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
安全・安心・災害 
 

各回の授業終了後、自分なりの気づき・疑問
あるいは過去の体験のもつ意味などをミニレ
ポートとして WebClass から入力・提出す
ること 



第 3 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 4 回 

災害の種類と範囲 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
自然災害と環境（１） 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 5 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 6 回 

自然災害と環境（２） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
自然災害と環境（３） 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 7 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 8 回 

災害時の心理的特性（認知バイアス１） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害時の心理的特性（認知バイアス２） 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 9 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 10 回 

災害時の心理的特性（パニック・失見当識） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害時の心理的特性（うわさ・風評被害） 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 11 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 12 回 

認知バイアスの克服に向けて 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害情報の問題 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 13 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 14 回 

防災教育の問題 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
前半の振り返りとまとめ 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。また第 15 回の中間試
験に向けて第 1〜14 回までの内容について
復習をしておく 

第 15 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 16 回 

中間試験 
第１回〜14 回までの内容に関して理解度を評価する 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
 後半部分のオリエンテーション 

 

第 17 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 18 回 

過去の災害とそこから始まったもの 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害が直接心身に及ぼす影響１ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。内容は、授
業の中で大事だと思ったこと、なぜそう思っ
たか、について。 

第 19 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 20 回 

災害が直接心身に及ぼす影響２ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害が直接心身に及ぼす影響３ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 21 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 22 回 

災害が間接的に心身に及ぼす影響１ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害が間接的に心身に及ぼす影響２ 
 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 23 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 24 回 

災害の中・⻑期的影響１ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害の中・⻑期的影響２ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 25 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 26 回 

災害の多角的視点  
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
サイコロジカル・ファーストエイド１ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 27 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 28 回 

サイコロジカル・ファーストエイド２ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害支援と援助者のケア 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 29 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 

心的トラウマ後成⻑（PTG） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 

第 30 回の総括試験に向けて第 16〜28 回ま
での内容について復習をしておく 



第 30 回 総括テスト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY214-
m01 

2.科目名 災害心理学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 道免逸子、太田裕彦 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義  
前半は太田担当で 4 月 14 日（木）から４
限５限の２コマ続きの授業を行います。前
半最後は 6 月 9 日（木）4 限です。 
後半は道免担当で同じく６月９日（木）の
５限スタートで、16 日から４限５限の２
コマ続きの授業となります。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、災害心理学で扱う問題について全体像を掴み、災害の種類と特徴について学
び、これまで社会はどのように災害と向き合ってきたかについて考える。また、災害発⽣時
の心理、発⽣後の心理について学び、被災者、被害者、及び援助者の心理的問題への対処法
について、理解を深めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)のうち、2.社会や他者に能動的に貢献する姿
勢、4.問題発見解決力、6.専門的知識技能の活用の学修に関連します。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①災害にはどのようなものがあるか説明できる 
②災害時の心理について基礎的な事項を説明できる 
③災害後の心理的問題について、基礎的な事項を説明できる 
④災害時の支援のあり方の基本について説明できる 
⑤被災時の自己や他者との関わり方について、我が身に引きつけて理解している 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

【前半（太田）】50％ 
①各授業におけるミニレポート（7 週分）28％ 
②中間試験 1 回〜14 回の内容      22％ 
【後半（道免）】50％ 
①各授業における小レポート 7 回   35％ 
②期末試験 16 回〜２８回の内容    15% 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：    （道免）                  
センターオフィスアワー：   （道免） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 2 回 

オリエンテーション 
本授業のねらいや進め方等について説明する 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
安全・安心・災害 
 

各回の授業終了後、自分なりの気づき・疑問
あるいは過去の体験のもつ意味などをミニレ
ポートとして WebClass から入力・提出す
ること 



第 3 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 4 回 

災害の種類と範囲 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
自然災害と環境（１） 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 5 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 6 回 

自然災害と環境（２） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
自然災害と環境（３） 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 7 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 8 回 

災害時の心理的特性（認知バイアス１） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害時の心理的特性（認知バイアス２） 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 9 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 10 回 

災害時の心理的特性（パニック・失見当識） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害時の心理的特性（うわさ・風評被害） 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 11 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 12 回 

認知バイアスの克服に向けて 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害情報の問題 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 13 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 14 回 

防災教育の問題 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
前半の振り返りとまとめ 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。また第 15 回の中間試
験に向けて第 1〜14 回までの内容について
復習をしておく 

第 15 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 16 回 

中間試験 
第１回〜14 回までの内容に関して理解度を評価する 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
 後半部分のオリエンテーション 

 

第 17 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 18 回 

過去の災害とそこから始まったもの 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害が直接心身に及ぼす影響１ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。内容は、授
業の中で大事だと思ったこと、なぜそう思っ
たか、について。 

第 19 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 20 回 

災害が直接心身に及ぼす影響２ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害が直接心身に及ぼす影響３ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 21 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 22 回 

災害が間接的に心身に及ぼす影響１ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害が間接的に心身に及ぼす影響２ 
 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 23 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 24 回 

災害の中・⻑期的影響１ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害の中・⻑期的影響２ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 25 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 26 回 

災害の多角的視点  
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
サイコロジカル・ファーストエイド１ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 27 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
第 28 回 

サイコロジカル・ファーストエイド２ 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 
災害支援と援助者のケア 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 29 回 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 

心的トラウマ後成⻑（PTG） 
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 

第 30 回の総括試験に向けて第 16〜28 回ま
での内容について復習をしておく 



第 30 回 総括テスト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY312-
Y01 

2.科目名 災害心理学 （2019 ⽣以前）（6/9〜7/28） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件  
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
６月９日５限スタートで、16 日から４限
５限の２コマ続きの授業です 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、災害心理学で扱う問題について全体像を掴み、災害の種類と特徴について学
び、これまで社会はどのように災害と向き合ってきたかについて考える。また、災害発⽣時
の心理、発⽣後の心理について学び、被災者、被害者、及び援助者の心理的問題への対処法
について、理解を深めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)のうち、2.社会や他者に能動的に貢献する姿
勢、4.問題発見解決力、6.専門的知識技能の活用の学修に関連します。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①災害にはどのようなものがあるか説明できる 
②災害時の心理について基礎的な事項を説明できる 
③災害後の心理的問題について、基礎的な事項を説明できる 
④災害時の支援のあり方の基本について説明できる 
⑤被災時の自己や他者との関わり方について、我が身に引きつけて理解している 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

 
①各授業における小レポート 13 回   52％ 
②中間振り返り  24% 
③期末振り返り  ２４％ 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：      
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

オリエンテーション 
本授業のねらいや進め方等について説明する 
 

各回の授業終了後、自分なりの気づき・疑問
あるいは過去の体験のもつ意味などをミニレ
ポートとして WebClass から入力・提出す
ること 

第 2 回 
 

過去の災害とそこから始まったもの 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 3 回 
 

災害が直接心身に及ぼす影響１ 
各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 4 回 
 

災害が直接心身に及ぼす影響２ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 5 回 災害が直接心身に及ぼす影響３ 各回のミニレポートとして WebClass から



 入力・提出すること。 
第 6 回 
 

災害が間接的に心身に及ぼす影響１ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 7 回 
 

 
災害が間接的に心身に及ぼす影響２ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。また第 15 回の中間試
験に向けて第 1〜14 回までの内容について
復習をしておく 

第 8 回 
 中間振り返り  

第 9 回 
 

災害の中・⻑期的影響１ 
 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。内容は、授
業の中で大事だと思ったこと、なぜそう思っ
たか、について。 

第 10 回 
 

 
災害の中・⻑期的影響２ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 11 回 
 

災害の多角的視点  
 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 12 回 
 

 
サイコロジカル・ファーストエイド１ 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 13 回 
 

サイコロジカル・ファーストエイド２ 
 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 14 回 
 

災害支援と援助者のケア/心的トラウマ後成⻑
（PTG） 

毎回授業の終わりに、webclass よりコミュ
ニケーションシートを提出する。 

第 15 回 
 総括振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY312-
m01 

2.科目名 災害心理学 (19 ⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 【基幹科目】 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 4 年〜 

10.取得資格の要件  
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、災害心理学で扱う問題について全体像を掴み、災害の種類と特徴について学
び、これまで社会はどのように災害と向き合ってきたかについて考える。また、災害発⽣時
の心理、発⽣後の心理について学び、被災者、被害者、及び援助者の心理的問題への対処法
について、理解を深めることを目的とする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)のうち、2.社会や他者に能動的に貢献する姿
勢、4.問題発見解決力、6.専門的知識技能の活用の学修に関連します。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①災害にはどのようなものがあるか説明できる 
②災害時の心理について基礎的な事項を説明できる 
③災害後の心理的問題について、基礎的な事項を説明できる 
④災害時の支援のあり方の基本について説明できる 
⑤被災時の自己や他者との関わり方について、我が身に引きつけて理解している 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

①各授業におけるミニレポート（13 回分）52％ 
②中間振り返り                                    
24% 
③総括振り返り                                    
24％ 
                                               
合計 100％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：  
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
 

オリエンテーション 
本授業のねらいや進め方等について説明する（道免
分） 
jamboard の使い方などを含む 
 

ノートパソコンを持参してください。 
各回の授業終了後、自分なりの気づき・疑問
あるいは過去の体験のもつ意味などをミニレ
ポートとして WebClass から入力・提出す
ること 

第２回 
過去の災害とそこから始まったもの 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第３回 災害が直接心身に及ぼす影響１ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第４回 
災害が直接心身に及ぼす影響２ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 



第５回 災害が直接心身に及ぼす影響３ 
各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第６回 
災害が間接的に心身に及ぼす影響１ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第７回 災害が間接的に心身に及ぼす影響２ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第８回 
中間振り返り 
第 2 回〜7 回までについて振り返り、自身の理解度や
視点の変化について確認する 

 

第 9 回 災害の中・⻑期的影響１ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 10 回 
災害の中・⻑期的影響 2 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第１1 回 災害の多角的視点 
各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 12 回 
サイコロジカル・ファーストエイド１ 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 13 回 サイコロジカル・ファーストエイド 2 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 14 回 
心的トラウマ後成⻑(PTG) 
 

各回のミニレポートとして WebClass から
入力・提出すること。 

第 15 回 

最終総括試験 
第 9 回から 14 回までの内容について理解度を評価す
る 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY316-
Y01 

2.科目名 学習・言語心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 

小学校一種 保育士 幼稚
園一種 
認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

学習というと、すぐに学校での学習を想像します。心理学では学習をもっと幅広く考えま
す。本講義ではその学習の過程と言語の獲得過程における心理学的法則について学ぶことを
目的としています。 
主な内容 
1）人の行動が変化する過程 
① 古典的条件づけの理解 
② オペラント条件づけの理解 
③技能学習と社会的学習の理解 
2）言語の習得における機序 
①言語の獲得 
②言語の⽣物学的基礎と障害 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間の心理的諸現象に対し複数の理論を適用して説明できるようになる。 
②学んだ学習心理学の理論や用語が、日常⽣活の中でどのような事象があるか考え、学習心
理学の知見が日常⽣活にどのように役⽴てられているのかについて考えることができるよう
になる。 
 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 

20.参考文献 山内光哉・春木 豊（編著）「グラフィック 学習心理学−行動と認知−」 サイエンス社  
 

21.成績評価 
ワークシート 4 点×１3＝52 点 
期末試験：48 点 
 

22.コメント 

・学んだ事項について、日常経験する事象の中で説明してみる。 
・座席を指定する。 
・遅刻・私語厳禁 
 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー：木曜 4 限 
センターオフィスアワー：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
＜オリエンテーション＞  
・シラバスの説明  

〇復習 心理学における学習について、日常
⽣活の中でどのような事象があるか考えてみ



・授業の進め方について  
・学習・言語心理学で何を学ぶか 
 

る（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

2 
＜⽣得的行動＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

3 

＜古典的条件づけ①＞ 
 ・古典的条件づけとは何か 
 ・同時条件づけ 
 ・遅延条件づけ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

4 
＜古典的条件づけ②＞  
・刺激性制御 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

5 
＜オペラント条件づけ①＞ 
 ・強化随伴性 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

6 
＜オペラント条件づけ②＞ 
 逃避と回避 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

7 
＜オペラント条件づけ③＞ 
 ・行動形成 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

8 ＜オペラント条件づけ④＞ 
 ・般化と弁別 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

9 ＜技能学習＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

10 
＜社会的学習＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

11 
＜言語獲得過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

12 
＜言語と概念過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

13 
＜言語と思考＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

14 
 

＜言語の⽣物学的基礎と障害＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（990 分） 

15 
＜試験＞ 
・学習目標の達成度を評価する 
 

〇復習 学習・言語心理学の振り返り（150
分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY316-
m01 

2.科目名 学習・言語心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 

小学校一種 保育士 幼稚
園一種 
認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

学習というと、すぐに学校での学習を想像します。心理学では学習をもっと幅広く考えま
す。本講義ではその学習の過程と言語の獲得過程における心理学的法則について学ぶことを
目的としています。 
主な内容 
1）人の行動が変化する過程 
① 古典的条件づけの理解 
② オペラント条件づけの理解 
③技能学習と社会的学習の理解 
2）言語の習得における機序 
①言語の獲得 
②言語の⽣物学的基礎と障害 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力（6）専門的知
識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①人間の心理的諸現象に対し複数の理論を適用して説明できるようになる。 
②学んだ学習心理学の理論や用語が、日常⽣活の中でどのような事象があるか考え、学習心
理学の知見が日常⽣活にどのように役⽴てられているのかについて考えることができるよう
になる。 
 

19.教科書・教材 資料を適宜配布 

20.参考文献 山内光哉・春木 豊（編著）「グラフィック 学習心理学−行動と認知−」 サイエンス社  
 

21.成績評価 
ワークシート 4 点×１3＝52 点 
期末試験：48 点 
 

22.コメント 

・学んだ事項について、日常経験する事象の中で説明してみる。 
・座席を指定する。 
・遅刻・私語厳禁 
 

23.オフィスアワー 
オフィスアワー：木曜 4 限 
センターオフィスアワー：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
＜オリエンテーション＞  
・シラバスの説明  

〇復習 心理学における学習について、日常
⽣活の中でどのような事象があるか考えてみ



・授業の進め方について  
・学習・言語心理学で何を学ぶか 
 

る（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

2 
＜⽣得的行動＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

3 

＜古典的条件づけ①＞ 
 ・古典的条件づけとは何か 
 ・同時条件づけ 
 ・遅延条件づけ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

4 
＜古典的条件づけ②＞  
・刺激性制御 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

5 
＜オペラント条件づけ①＞ 
 ・強化随伴性 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

6 
＜オペラント条件づけ②＞ 
 逃避と回避 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

7 
＜オペラント条件づけ③＞ 
 ・行動形成 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

8 ＜オペラント条件づけ④＞ 
 ・般化と弁別 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

9 ＜技能学習＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

10 
＜社会的学習＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

11 
＜言語獲得過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

12 
＜言語と概念過程＞  
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

13 
＜言語と思考＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（60 分） 

14 
 

＜言語の⽣物学的基礎と障害＞ 
 

〇復習 本日のテーマについて、日常⽣活の
中でどのような事象があるか考えてみる
（120 分）〇予習 次回テーマ（990 分） 

15 
＜試験＞ 
・学習目標の達成度を評価する 
 

〇復習 学習・言語心理学の振り返り（150
分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY317-
Y01 

2.科目名 神経・⽣理心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年⽣ 
10.取得資格の要件 認定心理士 公認心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

1-2 年⽣で学んだ心理学の概念の具体的な裏付けが⽣理心理学によって証明される。夢を見
たり金縛りに遭ったときの睡眠段階と脳波による判定、ストレスを受けるとヒトの体はどの
ように対処するのか、記憶、知能、快中枢・不快中枢、情動と合理的判断をする脳の部位の
違い、ウソ発見と心電図、認知症の原因など、脳の働きとこころの世界の関連性を明らかに
する 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学期の課題：未来に向けた持続可能性 
kuis 学習ベンチマーク 
①情報収集・活用力 
レベル３：多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集して、要点を整理・保存しな
がら、自分の主張やアイデアを裏づけることができる 
②論理的思考/判断力 
レベル３：論証に基づいて論理的な意見や結論を導き出すことができる。 
③問題発見力 
レベル 3：現状を確認し、今後⽣じうる問題を積極的に見つけ、解決のための課題を提示す
ることができる 
学科の教育目標 
人間の心理の客観的理解 
レベル 3：人間の心理的諸現象に対し個別の理論を適用して説明できる 

19.教科書・教材 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 

20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

・ワーク（ポリグラフ検査の回に実施予定）  20％  
・レポート 20％ 
・期末試験 持ち込み不可の筆記試験  60％ 
 

22.コメント 

(1)  レポート作成に当たって 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 
(2) 試験問題について 
 試験は毎回の講義で配付する資料から出題するので、試験前には配付資料をきちんと復習



してから受験すること 
 記述式の場合には、必ず最初に、講義で習ったことをきちんと書くこと 
 その上で、自分の考えを述べるのは良いが、きちんとした理論について触れることなく、
勝手な意見を書いても、得点にはならない 
 また、制限字数を大幅に下回るような状態で提出された答案は、60 点に満たないと心得
ておくこと 
 文字が読みにくい、日本語の文章になっていない場合は、内容にかかわらず、単位を取得
する権利を放棄したものと見なすので、その点を留意しておくこと 
(3) ⽣理心理学の実験に参加 
 実験参加は⽣理心理学の理解にひじょうに役に⽴つので,実験参加者になって実験を体験し
てほしい 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/9 
ガイダンス 
 

予習：脳の活動を測定する装置や指標につい
て調べておく(150 分） 

4/16 
⽣理心理学とはどのような学問か 
         ⽣理心理学の手法（ERP PET fMRI 
NIRS）について解説する 

 

4/23 
脳の構造 
 大脳新皮質の４つの葉と連合野の役割について解説
する 

 

4/30 
記憶と脳 
 てんかん手術後にエピソード記憶に障害をおった
H.M.の事例について解説する 

 

5/7 

睡眠と脳波 
  睡眠の深さや夢を見ている状態を脳波で推定し、
金縛りが起きる原因を明らかにする 
  試験前の徹夜の勉強は意味がなく、レム期の主な
役割は記憶の定着を促すことについて解説する 

 

5/14 

睡眠と日常⽣活 
 睡眠不足と肌荒れ、時差ぼけ、アインシュタインは
ロングスリーパ、サーカディアンリズムについて解説
する 

 

5/21 
快と不快 
  オールズの自己刺激の研究、脳内伝達物質につい
て解説する 

 

5/28 
情動の⽣理心理学 
 情動について⽣理心理学的観点から解説する  

6/4 

ストレスと⽣理心理学 
  ストレスに起因する精神疾患など、⽣理心理学的
影響について解説する  
 

 

6/11 
ストレスへの対応 
  ストレスが⽣じた際の対応について解説する 
 この日までに睡眠のレポートを提出すること 

 

6/18 知能と学習  



  天才ピアニスト、記憶のチャンピオンの脳はどこ
が違うのか、解説する 

6/25 
 

アルコール・薬物と脳 
 アルコールや薬物がどのようなデメリットをもたら
すか具体的に解説する 

 

7/2 

ポリグラフ検査 
⽣理指標を用いたウソ発見について、我が国と北米の
検査方法の違いを具体的に解説する(group work ポ
リグラフ検査の質問紙を作成する 評価の 20％に相
当する課題の実施） 

 

7/9 

バイオフィードバック 
  筋電図、脳波などの⽣体情報をフィードバック
が、緊張性頭痛や書痙の治療となることについて解説
する 

 

7/16 
ふりかえりと最終試験（webclass による試験資料持
ち込み可能） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

PSY317-
m01 

2.科目名 神経・⽣理心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年⽣ 
10.取得資格の要件 認定心理士 公認心理師 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

1-2 年⽣で学んだ心理学の概念の具体的な裏付けが⽣理心理学によって証明される。夢を見
たり金縛りに遭ったときの睡眠段階と脳波による判定、ストレスを受けるとヒトの体はどの
ように対処するのか、記憶、知能、快中枢・不快中枢、情動と合理的判断をする脳の部位の
違い、ウソ発見と心電図、認知症の原因など、脳の働きとこころの世界の関連性を明らかに
する 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学期の課題：未来に向けた持続可能性 
kuis 学習ベンチマーク 
①情報収集・活用力 
レベル３：多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集して、要点を整理・保存しな
がら、自分の主張やアイデアを裏づけることができる 
②論理的思考/判断力 
レベル３：論証に基づいて論理的な意見や結論を導き出すことができる。 
③問題発見力 
レベル 3：現状を確認し、今後⽣じうる問題を積極的に見つけ、解決のための課題を提示す
ることができる 
学科の教育目標 
人間の心理の客観的理解 
レベル 3：人間の心理的諸現象に対し個別の理論を適用して説明できる 

19.教科書・教材 

 
https://**********/ 
ミーティング ID: *** **** **** 
パスコード: ****** 
 

20.参考文献 資料を配付する 

21.成績評価 

・ワーク（ポリグラフ検査の回に実施予定）  20％  
・レポート 20％ 
・期末試験（資料持ち込み可能の webclass による試験）  60％ 
 

22.コメント 

(1)  レポート作成に当たって(提出日 6 月 12 日） 
a. レポートに引用する文献は、図書館にある専門書や学術雑誌を利用し、その際、出典を
明確にしておくこと 
b. ネットは一次検索として用いるのはかまわないが、なるべく公的機関のホームページな
どの情報に基づくこと 出所が不明確、無責任で根拠のない匿名記事は決して引用しないこ
と 
c.専門知識＋自分の考え 
 前提となる理論を明らかにした上で自分の考えについても述べること 理論に基づかな
い、自分の単なる思いつきや身勝手な意見を最初から書くと高得点は望めない 



(2) 試験問題について 
 試験は毎回の講義で配付する資料から出題するので、試験前には配付資料をきちんと復習
してから受験すること 
 記述式の場合には、必ず最初に、講義で習ったことをきちんと書くこと 
 その上で、自分の考えを述べるのは良いが、きちんとした理論について触れることなく、
勝手な意見を書いても、得点にはならない 
 また、制限字数を大幅に下回るような状態で提出された答案は、60 点に満たないと心得
ておくこと 
 文字が読みにくい、日本語の文章になっていない場合は、内容にかかわらず、単位を取得
する権利を放棄したものと見なすので、その点を留意しておくこと 
(3) ⽣理心理学の実験に参加 
 実験参加は⽣理心理学の理解にひじょうに役に⽴つので,実験参加者になって実験を体験し
てほしい 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/9 
ガイダンス 
 

予習：脳の活動を測定する装置や指標につい
て調べておく(150 分） 

4/16 
⽣理心理学とはどのような学問か 
         ⽣理心理学の手法（ERP PET fMRI 
NIRS）について解説する 

 

4/23 
脳の構造 
 大脳新皮質の４つの葉と連合野の役割について解説
する 

 

4/30 
記憶と脳 
 てんかん手術後にエピソード記憶に障害をおった
H.M.の事例について解説する 

 

5/7 

睡眠と脳波 
  睡眠の深さや夢を見ている状態を脳波で推定し、
金縛りが起きる原因を明らかにする 
  試験前の徹夜の勉強は意味がなく、レム期の主な
役割は記憶の定着を促すことについて解説する 

 

5/14 

睡眠と日常⽣活 
 睡眠不足と肌荒れ、時差ぼけ、アインシュタインは
ロングスリーパ、サーカディアンリズムについて解説
する 

 

5/21 
快と不快 
  オールズの自己刺激の研究、脳内伝達物質につい
て解説する 

 

5/28 
情動の⽣理心理学 
 情動について⽣理心理学的観点から解説する  

6/4 

ストレスと⽣理心理学 
  ストレスに起因する精神疾患など、⽣理心理学的
影響について解説する  
 

 

6/11 
ストレスへの対応 
  ストレスが⽣じた際の対応について解説する 

 



 この日までに睡眠のレポートを提出すること 

6/18 
知能と学習 
  天才ピアニスト、記憶のチャンピオンの脳はどこ
が違うのか、解説する 

 

6/25 
 

アルコール・薬物と脳 
 アルコールや薬物がどのようなデメリットをもたら
すか具体的に解説する 

 

7/2 

ポリグラフ検査 
⽣理指標を用いたウソ発見について、我が国と北米の
検査方法の違いを具体的に解説する(group work ポ
リグラフ検査の質問紙を作成する 評価の 20％に相
当する課題の実施） 

 

7/9 

バイオフィードバック 
  筋電図、脳波などの⽣体情報をフィードバック
が、緊張性頭痛や書痙の治療となることについて解説
する 

 

7/16 
ふりかえりと最終試験（webclass による試験資料持
ち込み可能） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED113-
Y01 

2.科目名 リーディング１ L1（1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百濟正和 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
By the end of the semester, students are expected to develop their reading ability by 
talking about themselves confidently and to achieve a good A 2 level in Common 
European Framework for References (CEFR) 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①SDGs を通した国際事情に関する記事を読み、国際的視野を広める。 
②国際問題を理解し、問題の解決について自分なりに考えをまとめることができる。 
③自ら積極的に英語で書かれた記事を読み、関連語彙を増やす。 
本科目の学習目標は DP の（１）「自律性」、（３）「多様性理解」（４）「問題発見・解決力」
（５）「コミュニケーション・スキル」の学修に関連しています。 
 

19.教科書・教材 CLIL SDGs published by Sanshusha 
 

20.参考文献 
English Grammar in Use 
Original materials developed in KUIS 

21.成績評価 

小テスト (20%) 学習目標②と③に対応 
Reading test (20%) 
中間試験 (30%) 学習目標①に対応 
総括試験（30%）学習目標①に対応 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 Unit 1 No poverty/Zero hunger 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
 

Week 2 Unit 2Good Health and Well-Being 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 3 
Unit 3 Quality Education 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 4 
Unit 4 Gender Equality/Reduced inequalities 
 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 5 
Unit 5 Clean Water and Sanitation 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
 

Week 6 Unit 6 Affordable and Clean Enegy 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 7 
Unit 7 Decent Work and Economic Growth 
Review (from week 1 to week 6) 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 8 
中間試験 
Unit 8 Industry, Innovation and Infrastructure 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
 

Week 9 Unit 9 Sustainable Cities and Communities 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 



 

Week 10 Unit 10 Responsible Production and Consumption 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 11 
Unit 11 Climate Action 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 12 
Unit 12 Life below water/Life on Land 
 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 13 
Unit 13 Peace, Justice and Strong Institutions 
 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 14 Unit 14 Partnerships for the Goals 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 15 Reading test and reflection 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED113-
Y02 

2.科目名 リーディング１ L1（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
By the end of the semester, students are expected to develop their reading ability to 
achieve a good A 2 level in Common European Framework for References (CEFR) 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①SDGs を通した国際事情に関する記事を読み、国際的視野を広める。 
②国際問題を理解し、問題の解決について自分なりに考えをまとめることができる。 
③自ら積極的に英語で書かれた記事を読み、関連語彙を増やす。 
本科目の学習目標は DP の（１）「自律性」、（３）「多様性理解」（４）「問題発見・解決力」
（５）「コミュニケーション・スキル」の学修に関連している。 
 

19.教科書・教材 
CLIL SDGs published by Sanshusha 
 

20.参考文献 
English Grammar in Use 
Original materials developed in KUIS 

21.成績評価 

小テスト (20%) 学習目標②と③に対応 
Reading test (20%) 
中間試験 (30%) 学習目標①に対応 
総括試験（30%）学習目標①に対応 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 Unit 1 No poverty/Zero hunger 
指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
 

Week 2 
Unit 2Good Health and Well-Being 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 3 
Unit 3 Quality Education 
 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 4 Unit 4 Gender Equality/Reduced inequalities 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 5 Unit 5 Clean Water and Sanitation 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
 

Week 6 Unit 6 Affordable and Clean Enegy 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 7 Unit 7 Decent Work and Economic Growth 
Review (from week 1 to week 6) 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 8 
中間試験 
Unit 8 Industry, Innovation and Infrastructure 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
 

Week 9 Unit 9 Sustainable Cities and Communities 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 



Week 10 
Unit 10 Responsible Production and Consumption 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 11 
Unit 11 Climate Action 
 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 12 Unit 12 Life below water/Life on Land 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 13 
Unit 13 Peace, Justice and Strong Institutions 
 

指定の Unit を前もって予習しておくこと。 

Week 14 Unit 14 Partnerships for the Goals 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 
Week 15 Reading test and reflection 指定の Unit を前もって予習しておくこと。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED114-
Y01 

2.科目名 リーディング２ L2 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本由紀子 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

(目的） 
By the end of the semester, students are expected to develop their reading ability by 
talking about themselves confidently and to achieve a good A 2 level in the Common 
European Framework for References (CEFR)  
（概要） 
1. Can understand frequently used 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解（５）コミュニケーシ
ョンスキル、の学修に関連しています。 
1. Understand the main ideas and details in reading materials 
2.Understand reading skills (scanning, inferences, topics) 
3. Build vocabulary  
4. improve reading speed 

19.教科書・教材 
Work Advantage 1 
Jeff Curran  
Cengage Learning 

20.参考文献 to be announced in class 

21.成績評価 
Reading and tasks 20% 
Assignment 20% 
Review test  and Final Test 60% 

22.コメント Bring your computer and the textbook. 
23.オフィスアワー 月・木の授業の前後で教室や講師控室で対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 Orientation (Syllabus) Web Class 
 

Writing Assignment 

Week 2 
Group Work: Speaking activity:  The Interview 
Process 
Unit 1 Getting Job 

Writing Assignment 

Week 3 

Group Work: Speaking / Describing and Comparing 
Work 
Environments 
Unit 2: Describing Your Job 

Writing Assignment 

Week 4 

Group Work: Speaking activity: Creating Your Own 
Mission 
Statement 
Unit 3: What Does Your Company Do? 

Writing Assignment 

Week 5 
Review 1 (Unit 1-3 ) 
Group Work: Speaking activity:The Pros and Cons 

Writing Assignment 



of OSHA 
Unit 4: Employee Welfare 

Week 6 

Group Work: Speaking /Discussing the 
Punishments for Violating Business Ethics 
Unit 5 Ethical Behavior  
 

Writing Assignment l 

Week 7 
Group Work: Speaking /The Different Ways of 
Promoting   
Unit 6:  Managing StaffManaging Staff 

Writing Assignment 

Week 8 

Group Work: Speaking /What Makes a Good 
Presentation?  
Review 2 (Unit 4-6) 
Unit 7: Giving Presentations 

Writing Assignment 

Week 9 
Group Work: Speaking /Talking about Trade Shows  
Unit 8: Attending Trade Shows Writing Assignment 

Week 10 
Group Work: Speaking /Working Freelance  
Unit 9: Working from Home Writing Assignment 

Week 11 

Group Work: Speaking /The Pros and Cons of a 
“No-Gossip” Policy 
Review 3 (Unit 7-9) 
Unit 10: Office Politics 

Writing Assignment 

Week 12 
Group Work: Speaking / Experience with On-the-
Job Training 
Unit 11: Growing with a Company 

Writing Assignment 

Week 13 
Group Work: Speaking / When Does Somebody 
Deserve a Raise?   
Unit12: Staff Appraisal 

Writing Assignment 

Week 14 
Review 4 (Unit 10-12) 
TOEIC Strategies 

Writing Assignment 

Week 15 Review and Final examination  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED115-
Y01 

2.科目名 リーディング総合１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jonathan Aliponga 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 高校(英語) 中学(英語) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

At the end of the semester, L3 students are expected acquire both business and everyday 
conversational English skills. Specifically, they: 
1) learn how English is used naturally in a variety of work environments through 
dialogues between clients, employer 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester, students are expected to successfully achieve the following 
abilities set by the Department: 
1）自律的で主体的な態度（自律性） Autonomous and independent attitude (autonomy) 
2）問題発見・解決力 Problem finding and solving ability 
3）コミュニケーションスキル Communication skills  
4)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力 (Understanding Diversity) 

19.教科書・教材 

Work Advantage 2 by K.A. Wright ISBN 9789865840631 
Online articles including but not limited to newspapers 
Japan Today https://japantoday.com 
Asahi Shimbun https://www.asahi.com/ajw/ 

20.参考文献  

21.成績評価 

タスク Tasks  (Reading, Writing, Speaking, Listening) = 30% , ケーススタディプレゼンテ
ーション (PBL) = 20, 最終テスト Final Test (TOEIC reading) = 40%,  英語使用 English 
Only = 10% 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Course Orientation: Syllabus, Dropbox 
Meeting 2: UNIT 1: TEAM SPIRIT 
Reading: Joining a team 
Listening: Chatting with a newbie, An interview 
Case Study: Communication: Irving Motors is 
Changing Gears 
Speaking: Changing for the Better 
Writing: E 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 6-8 
 

Week 2 

Meeting 3: UNIT 2: FORMING A TEAM 
Reading: Finding team members 
Listening: Cross-departmental Project, Market 
Demands 
Case Study: Project Execution: Aurubis AG's Past 
Problems, Reshaped Its Core Principles 
Meeting 4: UNIT 2: FORMING A TEAM 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 14-
16 



Speaking: The I 

Week 3 

Meeting 5: UNIT 3: WORKING WITH THE WORLD 
Reading: Outsourcing 
Listening: Outsourcing Production, Working Globally 
Case Study: Global Partnerships:  
Meeting 6: UNIT 3: WORKING WITH THE WORLD 
Nike: Working with Others Across the Globe 
Speaking: Values of G 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 22-
24 

Week 4 

Meeting 7: UNIT 4:BUSINESS STRATEGIES 
Reading: Cost-Effective Solutions 
Listening: Discussing Proposal, Marketing 
Strategies 
Case Study: Getting Your Brand Out There: 
Vanguard Brewing Co. Newsletter 
Meeting 8: UNIT 4: BUSINESS STRATEGIES 
Speaking: Busines 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 34-
36 
 

Week 5 

Meeting 9: UNIT 5: UNDERSTANDING YOUR 
CUSTOMERS 
Reading: Customer Complaints 
Listening: Inquire about an Issue, Discussing 
Complaint 
Case Study: Customers' Complaints 
Meeting 10: UNIT 5: UNDERSTANDING YOUR 
CUSTOMERS 
Speaking: Customer Service 
Writing: Rep 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 42-
44 
 

Week 6 

Meeting 11: UNIT 6: WORK SMART 
Reading: Collaborating with Others 
Listening: Check Stock Items, Working with Cloud 
Services 
Case Study: Cloud Technology: Apple Puts Itself in 
the Cloud 
Meeting 12: UNIT 6: WORK SMART 
Speaking: The Impact of Cloud Technolog 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 54-
56 

Week 7 

Meeting 13: UNIT 7: CORPORATE IMAGE 
Reading: Corporate Culture 
Listening: Making Changes to Products, Corporate 
Donation 
Case Study: Corporate Donations: Microsoft 
Founder's Heart of Gold 
Meeting 14: UNIT 7: CORPORATE IMAGE 
Speaking: The Importance of Cor 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 62-
64 
 

Week 8 

Meeting 15: UNIT 8: COMPANY PROFITS 
Reading: Stocks and Shares 
Listening: Reading an Annual Report, Going 
Bankruptcy 
Case Study: General Motors Survives Bankruptcy 
Meeting 16: UNIT 8: COMPANY PROFITS 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 70-
72 
 



Speaking: Restructuring a Business 
Writing: Investment 

Week 9 

Meeting 17: UNIT 9: TACTICAL DECISIONS 
Reading: Mergers and Acquisitions 
Listening: Acquiring Other Companies, Teaming Up 
for Success 
Case Study: Forming Alliances: Nukan and 
Volksfone Merger 
Meeting 18: UNIT 9: TACTICAL DECISIONS 
Speaking: Forming Allian 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 78-
80 
 

Week 10 

Meeting 19: UNIT 10: HUMAN RESOURCES 
Reading: Retaining Employees 
Listening: Retaining Employees with Incentives, 
Filtering Talents for Hire 
Case Study: Headhunting: Target Nova 
Headhunting Services 
Meeting 20: UNIT 10: HUMAN RESOURCES 
Speaking: Benefits 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 90-
92 
 

Week 11 

Meeting 21: UNIT 11: ENTREPRENEURSHIP 
Reading: Workin g for Yourself 
Listening: Being Your Own Boss, Funding Your 
Ideas 
Case Study: Crowdfunding: Make Your Dreams 
Come True with Kickstarter 
Meeting 22: UNIT 11: ENTREPRENEURSHIP 
Speaking: Benefits and Risk 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 98-
100 
 

Week 12 

Meeting 23: UNIT 12: THE FUTURE OF BUSINESS 
Reading: What is the Future? 
Listening: Predicting the Future of Business, 
Following the E-commerce Trend 
Case Study: E-Commerce: Rakuten Takes a Lead in 
E-Commerce 
Meeting 24: UNIT 12: THE FUTURE OF BUSINESS 
Sp 

Listening, Reading 1, Writing 1, Pages 106-
108 
 

Week 13 
Case Study Group Presentation Preparation 
 

Case Study Group Presentation 
Preparation 

Week 14 

Meeting 1: Case Study Group Presentation 
Preparation 
Meeting 2: Case Study Group Presentation: First 
Groups 

Case Study Group Presentation 
Preparation 
 

Week 15 
Meeting 1: Case Study Group Presentation: Second 
Groups 
Meeting 2: Class questionnaire, Consultation 

Send feedback through e-mail 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED115-
Y02 

2.科目名 リーディング総合１ L3（1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2nd Year 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
Lecture, Group discussions, 
Student Presentations, Worksheets, 
Videos and other media 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This is a reading course which is designed to help students develop English skills with a 
focus on business contexts and environments. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the course, the students will be able to: 
1. Develop basic skills to deal with people in the business world. 
2. Write and read basic business reports and emails. 
3. Expand their vocabulary related to general business situations. 

19.教科書・教材 
Title: Work Advantage 3 (Cencage Learning) 
Author: Joseph Henley 
 

20.参考文献 Additional references will be provided during the class. 

21.成績評価 

Worksheets/Quizzes                 20% 
Class Participation                    20% 
Midterm Test                             25% 
Final Test                                  30% 
Attendance                               5% 
Total 

22.コメント 

1. This course is conducted in English 
2. Always bring your textbooks in class. 
3. If you have any questions or problems, it is important to see me as soon as possible so 
we can 
appropriately address the situation. 

23.オフィスアワー 
 
The instructor is on campus from Mondays to Fridays and can also be contacted via 
email. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Day 1: Greetings, Syllabus Discussion 
Day 2: Unit 1A 

Textbook 

Week 2 
Day 3: Unit 1B 
Day 4: Unit 2A 

Textbook 

Week 3 
Day 5: Unit 2B 
Day 6: Unit 3A Textbook 

Week 4 Day 7: Unit 3B 
Day 8: Unit 4A 

Textbook 

Week 5 
Day 9: Unit 4B 
Day 10: Unit 5A 

Textbook 



Week 6 
Day 11: Unit 5B 
Day 12: Unit 6A 

Textbook 

Week 7 
Day 13: Unit 6B 
Day 14: Unit 7A Textbook 

Week 8 Day 15: Unit 7B 
Day 16: Midterm Test 

Textbook 

Week 9 
Day 17: Unit 7A 
Day 18: Unit 7B 

Textbook 

Week 10 
Day 19: Unit 8A 
Day 20: Unit 8B 

Textbook 

Week 11 
Day 21: Unit 9A 
Day 22: Unit 9B Textbook 

Week 12 Day 23: Unit 10A 
Day 24: Unit 10B 

Textbook 

Week 13 Day 25: Unit 11A 
Day 26: Unit 11B 

Textbook 

Week 14 
Day 27: Unit 12A 
Day 28: Unit 12B 

PC, Textbook 

Week 15 
Day 29: Preparation for the final test 
Day 30: Final Test PC, Textbook 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED115-
Y03 

2.科目名 リーディング総合１ L3（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
Students will engage in business English readings like Case Studies and client dialogues 
to improve English abilities in Listening, Speaking, Writing and Reading in the working 
world. TOEIC Review-style tests are also a feature of this course. Class and g 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this course, you should be able to successfully achieve the following 
Department benchmarks:  1. Autonomous and independent learning skills.  2. Problem 
identification & solving skills through task-based activities.  3. Communication skills 
both individual and group focussed. 

19.教科書・教材 "Work Advantage 3"  by Joseph Henley. Pubisher: Cengage 
ISBN:  978-9-86584-0648 

20.参考文献 Best dictionary for students of English:www.collinsdictionary.com /Best 
thesaurus:www.thesaurus.com 

21.成績評価 

1. You must have completed at least 3 UNIT REVIEWS (30%) 
2. Participation in class activities (30%) 
3. Handed in 7 written homework exercises; participation in in-class READING 
ACTIVITIES (20%) 
4. Class participation (cooperation, motivation, attitude) (2 

22.コメント 

- English is the language of the classroom  
- As this is progressive assessment, your in-class attendance is strongly recommended. 
- Please use your cell phone ONLY on class-related activities 
** All care is taken, but the timetable is subject to change due to unforeseen 
circumstances ** 

23.オフィスアワー 
**Please contact your Teacher at above email address as her attendance on campus is 
limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions and icebreaker / Quiz re 
your previous reading experience / Grammar: 
Present Perfect / How 'progressive 
assessment'works 
Meeting 2: UNIT 1- Building a brand p6 / the book 
Work Advantage 3 is a business communication 
book for Upper 

As directed by your Teacher 

Week 2 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 2: Product 
Marketing p14 
Meeting 2: Case Study: the Swoosh story / 
Grammar: Future tenses and articles 

As directed by your Teacher 

Week 3 
Meeting 1: Homework correction / UNIT 3: Product 
procurement p22 

Written Assessment 1: (details given in this 
week's class) 



Meeting 2: First and Second Conditionals 

Week 4 

Meeting 1: Review 1 UNITS 1-3 (Listening p30);  
UNIT 4 - Sales Presentation p34 
Meeting 2: Grammar - Adjectives and Adverbs; 
Determiners 

As directed by your Teacher 

Week 5 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 5: Quality 
Control p42 
Meeting 2: Grammar - relative pronouns / indirect 
questions 

Written Assessment 2: (details given in this 
week's class) 

Week 6 

Meeting 1:  Homework correction / UNIT 6: 
Business goals (p50) 
Meeting 2: Reading - Market Survey: Grammar - 
Auxiliary Verbs, Countable and uncountable nouns 

As directed by your Teacher 

Week 7 

Meeting 1: Review 2 - Units 4-6 ( Listening p58) / 
Teacher review of mid term student progress UNIT 
7: Company Basics p62 
Meeting 2: Speaking - the good and bad things 
about corporate strategy. Grammar: Reported 
Speech - participles. CHECK YOUR PROGRESS R 

Written Assignment 3: (details given in this 
week's class) 

Week 8 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 8: 
Company Performance p70 
Meeting 2: Writing - Thank you reply / Grammar - 
Modal Verbs and Passive Verbs 

As directed by your Teacher 

Week 9 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 9: 
Business Ethics p78 
Meeting 2: Reading - Social responsibility / 
Grammar: Infinitives; Gerunds 

Written Assignment 4 - (details given out in 
class previously) 

Week 10 

Meeting 1: Catch up and review / TOEIC Strategies 
Meeting 2: UNIT 9 Listening - CSR objectives;  
Fighting against espionage; Listening Skills tips and 
tricks 

As directed by your Teacher 

Week 11 

Meeting 1: Review 3 UNITS 7-9 (Listening p86) / 
Homework correction / UNIT 10: Finances p90 
Meeting 2: Case Study - Trade company - keepign 
the community in mind p95 / Grammar - third 
conditional 

Written Assessment 5: (details given in this 
week's class) 

Week 12 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 11 - 
Company location p98 
Meeting 2: Speaking - Ethical choices / Grammar: 
Comparatives and superlatives 

As directed by your Teacher 

Week 13 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 12: 
Corporate Spirit p106 
Meeting 2: Grammar - review / Speaking - cultural 
diversity 

Written Assessments 6 & 7  (details given 
previously in  class) 

Week 14 
Meeting 1: Unit catch up of Listening and Speaking 
skills 
Meeting 2: Case study - Cultural Diversity - 

3 UNIT REVIEWS due next week (details 
given throughout the course) 



embracing workplace diversity p 111 

Week 15 

Meeting 1: Review 4 - UNITS 10-12 (Listening 
p114) 
Meeting 2: TOEIC Strategies / Have you completed 
7 written homework items and at least 3 unit 
reviews? / Have you been marked off on the 
Student Progress Chart of speaking, listening, 
reading and writing? 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED115-
Y04 

2.科目名 リーディング総合１ L3（1/2） （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Stelen E. Siagto 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
Lecture, Group discussions, 
Student Presentations, Worksheets, 
Videos and other media 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This is a reading course which is designed to help students develop English skills with a 
focus on business contexts and environments, and enrich communication skills by using 
English in specific business settings and environment. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the course, the students will be able to: 
1. Develop basic skills to deal with people in the business world. 
2. Write and read basic business reports and emails. 
3. Expand their vocabulary related to general business situations. 

19.教科書・教材 Title: Work Advantage 3 (Cencage Learning) 
Author: Joseph Henley 

20.参考文献 Additional references will be provided during the class. 

21.成績評価 

Worksheets/Quizzes                 20% 
Class Participation                    20% 
Midterm Test                             25% 
Final Test                                  30% 
Attendance                               5% 
Total 

22.コメント 

1. This course is conducted in English 
2. Always bring your textbooks in class. 
3. If you have any questions or problems, it is important to see me as soon as possible so 
we can 
appropriately address the situation. 

23.オフィスアワー 
The instructor is on campus from Mondays to Fridays and can also be contacted via 
email. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Day 1: Greetings, Syllabus Discussion 
Day 2: Unit 1A Textbook 

Week 2 Day 3: Unit 1B 
Day 4: Unit 2A 

Textbook 

Week 3 Day 5: Unit 2B 
Day 6: Unit 3A 

Textbook 

Week 4 
Day 7: Unit 3B 
Day 8: Unit 4A 

Textbook 

Week 5 
Day 9: Unit 4B 
Day 10: Unit 5A Textbook 

Week 6 Day 11: Unit 5B Textbook 



Day 12: Unit 6A 

Week 7 Day 13: Unit 6B 
Day 14: Unit 7A 

Textbook 

Week 8 
Day 15: Unit 7B 
Day 16: Review 

Textbook 

Week 9 
Day 17: Midterm Test 
Day 18: Unit 8A Textbook 

Week 10 
Day 19: Unit 8B 
Day 20: Unit 9A Textbook 

Week 11 Day 21: Unit 9B 
Day 22: Unit 10A 

Textbook 

Week 12 
Day 23: Unit 10B 
Day 24: Unit 11A 

Textbook 

Week 13 
Day 25: Unit 11B 
Day 26: Unit 12A 

Textbook 

Week 14 
Day 27: Unit 12B 
Day 28: Preparation for the final test PC, Textbook 

Week 15 Day 29: Final Test 
Day 30: Final Test 

PC, Textbook 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED115-
Y05 

2.科目名 リーディング総合１ L3（2/2） （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
Students will engage in business English readings like Case Studies and client dialogues 
to improve English abilities in Listening, Speaking, Writing and Reading in the working 
world. TOEIC Review-style tests are also a feature of this course. Class and g 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this course, you should be able to successfully achieve the following 
Department benchmarks:  1. Autonomous and independent learning skills.  2. Problem 
identification & solving skills through task-based activities.  3. Communication skills 
both individual and group focussed. 

19.教科書・教材 
"Work Advantage 3"  by Joseph Henley. Pubisher: Cengage 
ISBN:  978-9-86584-0648    
 

20.参考文献 
Best dictionary for students of English:www.collinsdictionary.com /Best 
thesaurus:www.thesaurus.com 

21.成績評価 

1. You must have completed at least 3 UNIT REVIEWS (30%) 
2. Participation in class activities, individual and group (30%0 
3. Hand in 7 WRITTEN homework exercises, and participation in in-class READING 
ACTIVITIES (20%) 
4. Class participation (cooperation, 

22.コメント 

- English is the language of the classroom  
- As this is progressive assessment, your in-class attendance is strongly recommended. 
- Please use your cell phone ONLY on class-related activities 
** All care is taken, but the timetable is subject to change due to unforeseen 
circumstances ** 

23.オフィスアワー 
** Please contact your Teacher at above email address as her attendance on campus is 
limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions and icebreaker / Quiz re 
your previous reading experience / Grammar: 
Present Perfect / How 'progressive 
assessment'works 
Meeting 2: UNIT 1- Building a brand p6 / the book 
Work Advantage 3 is a business communication 
book for Upper 

Homework task as directed by your 
Teacher 

Week 2 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 2: Product 
Marketing p14 
Meeting 2: Case Study: the Swoosh story / 
Grammar: Future tenses and articles 

Homework task as directed by your 
Teacher 

Week 3 Meeting 1: Homework correction / UNIT 3: Product Written Assessment 1: (details given in this 



procurement p22 
Meeting 2: First and Second Conditionals 

week's class) 

Week 4 

Meeting 1: Review 1 UNITS 1-3 (Listening p30);  
UNIT 4 - Sales Presentation p34 
Meeting 2: Grammar - Adjectives and Adverbs; 
Determiners 
 

Homework task as directed by your 
Teacher 

Week 5 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 5: Quality 
Control p42 
Meeting 2: Grammar - relative pronouns / indirect 
questions 

Written Assignment 2: (details given in this 
week's class) 

Week 6 

Meeting 1:  Homework correction / UNIT 6: 
Business goals (p50) 
Meeting 2: Reading - Market Survey: Grammar - 
Auxiliary Verbs, Countable and uncountable nouns 

Homework task as directed by your 
Teacher 

Week 7 

Meeting 1: Review 2 - Units 4-6 ( Listening p58) / 
Teacher review of mid term student progress UNIT 
7: Company Basics p62 
Meeting 2: Speaking - the good and bad things 
about corporate strategy. Grammar: Reported 
Speech - participles. CHECK YOUR PROGRESS R 

Written Assignment 3: (details given in this 
week's class) 

Week 8 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 8: 
Company Performance p70 
Meeting 2: Writing - Thank you reply / Grammar - 
Modal Verbs and Passive Verbs 

Homework task as directed by your 
Teacher 

Week 9 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 9: 
Business Ethics p78 
Meeting 2: Reading - Social responsibility / 
Grammar: Infinitives; Gerunds 

Written Assignment 4: (details given in this 
week's class) 

Week 10 

Meeting 1: Catch up and review / TOEIC Strategies 
Meeting 2: UNIT 9 Listening - CSR objectives;  
Fighting against espionage; Listening Skills tips and 
tricks 

Homework task as directed by your 
Teacher 

Week 11 

Meeting 1: Review 3 UNITS 7-9 (Listening p86) / 
Homework correction / UNIT 10: Finances p90 
Meeting 2: Case Study - Trade company - keepign 
the community in mind p95 / Grammar - third 
conditional 
 

Written Assignment 5:  (details given in 
this week's class) 

Week 12 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 11 - 
Company location p98 
Meeting 2: Speaking - Ethical choices / Grammar: 
Comparatives and superlatives 

Homework task as directed by your 
Teacher 

Week 13 

Meeting 1: Homework correction / UNIT 12: 
Corporate Spirit p106 
Meeting 2: Grammar - review / Speaking - cultural 
diversity 

Written Assignments 6 & 7; (details given 
in this week's class) 



Week 14 

Meeting 1: Unit catch up of Listening and Speaking 
skills 
Meeting 2: Case study - Cultural Diversity - 
embracing workplace diversity p 111 

3 UNIT REVIEWS due next week (details 
given throughout the course) 

Week 15 

Meeting 1: Review 4 - UNITS 10-12 (Listening 
p114) 
Meeting 2: TOEIC Strategies / Have you completed 
7 written homework items and at least 3 unit 
reviews? / Have you been marked off on the 
Student Progress Chart of speaking, listening, 
reading and writing? 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED116-
Y01 

2.科目名 リーディング総合２ L4 3.単位数 2 

4.授業担当教員 フィゴーニ啓子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 高校(英語) 中学(英語) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Objective: 
This course is for improving reading , vocabulary, grammar, and test-taking skills through 
a  
business-focused textbook.  
Abstract: 
Students will analyze  business documents, emails, conversations, and announcements 
related to  
  business. The 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students can 
1. improve comprehension of business related passages and learn about business 
matters 
2. develop reading skills such as scanning, skimming, and grasping main ideas 
3. increase reading speed and fluency  
4. strengthen grammar skills 
5. improve test-taking skills and TOEIC scores 
6. build vocabulary and use them in speaking and writing 
DP:  自律性  問題発見、解決力 
     
 

19.教科書・教材 Work Advantage 3  (Cengage Learning), Joseph Henley 
20.参考文献 to be announced in class 

21.成績評価 

In-class work (quizzes, reports, activities)= 60% ,   
Final exam =40% 
毎授業、小テスト、レポート、クラスパフォーマンスが評価される。 
最終成績はそれぞれの点数の平均点が合算され、その 60％が平常点(in-class work)になる。 
レポート、ホームワーク等の未提出は各ー３％減点される。 
第 29 回目の授業で final exam(40%)を行う。  
 

22.コメント 

1. 毎授業、B5 サイズのルーズリーフ、コンピュータを持参すること。 
2. コロナ等の諸事情により急遽オンラインクラスになった場合は、WebClass で連絡事項を 
 確認して、Zoom ミーティングに参加すること。 
3.体調不良により出席停止になった場合は、速やかにメールで連絡を入れること。 

23.オフィスアワー 授業の前後、合間に教室または講師控室にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Day 1 
Orientation (Syllabus),  Self-introduction 
Day 2 

 
Day 2 Homework 
           Vocabulary 



Unit 1 Building a Brand 
*Vocabulary practice, reading, discussion 

Week 2 

Day 1 
Unit 1 (2)  
*Vocabulary, reading, speaking, listening 
Day 2 
Unit 1 (3) 
*Reading, writing  
*pair/group work 
 

Day 1  Homework 
           Reading  
Day 2 Homework 
            Vocabulary 

Week 3 

Day 1 
Unit 2 Product Marketing 
*Vocabulary, reading, listening 
Day 2 
Unit 2 
*reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 
 

Week 4 

Day 1 
Unit 3 Product Procurement 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 3 
*Reading, speaking, writing  
*pair/group work 
 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 5 

Day 1 
Review 1  test 
Unit 4 Sales Presentation 
*Vocabulary, reading  
    
Day 2 
Unit 4 
*Listening, speaking, writing  
  *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 6 

Day 1 
Unit 5 Quality Control 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 5 
*Reading, speaking, writing 
 *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 7 

Day 1 
Unit 6 Business Goals 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 



Unit 6 
*Reading, speaking, writing  
*pair/group work 

Review the unit 

Week 8 

Day 1 
Review 2  test 
Unit 7  Company Basics 
*Vocabulary, reading, listening    
    
Day 2 
Unit 7 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 9 

Day 1 
Unit 8 Company Performance 
*Vocabulary, reading, listening  
    
Day 2 
Unit 8 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 10 

Day 1 
Unit 9 Business Ethics 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 9 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 11 

Day 1 
Review 3  test 
Unit 10  Finances 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 10 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 12 

Day 1 
Unit 11 Company Location 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 11 
*Reading, speaking, writing 
 *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 13 
Day 1 
Unit 12  Corporate Sprite 
*Vocabulary, reading, listening 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 



    
Day 2 
Unit 12 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 14 

Day 1 
Review 4  test 
Day 2 
Mini TOEIC test 
 

Day 1  Homework 
Preparation for the final exam 
 

Week 15 

Day 1 
Final Exam 
Final day 
Consolidation 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RED116-
Y02 

2.科目名 リーディング総合２ L4 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 フィゴーニ啓子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 高校(英語) 中学(英語) 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Objective: 
This course is for improving reading , vocabulary, grammar, and test-taking skills through 
a  
business-focused textbook.  
Abstract: 
Students will analyze  business documents, emails, conversations, and announcements 
related to  
  business. The 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students can 
1. improve comprehension of business related passages and learn about business 
matters 
2. develop reading skills such as scanning, skimming, and grasping main ideas 
3. increase reading speed and fluency  
4. strengthen grammar skills 
5. improve test-taking skills and TOEIC scores 
6. build vocabulary and use them in speaking and writing 
DP:  自律性  問題発見、解決力 
     
 

19.教科書・教材 Work Advantage 3  (Cengage Learning), Joseph Henley 
20.参考文献 to be announced in class 

21.成績評価 

In-class work (quizzes, reports, activities)= 60% ,   
Final exam =40% 
毎授業、小テスト、レポート、クラスパフォーマンスが評価される。 
最終成績はそれぞれの点数の平均点が合算され、その 60％が平常点(in-class work)になる。 
レポート、ホームワーク等の未提出は各ー３％減点される。 
第 29 回目の授業で final exam(40%)を行う。  
 

22.コメント 

1. 毎授業、B5 サイズのルーズリーフ、コンピュータを持参すること。 
2. コロナ等の諸事情により急遽オンラインクラスになった場合は、WebClass で連絡事項を 
 確認して、Zoom ミーティングに参加すること。 
3.体調不良により出席停止になった場合は、速やかにメールで連絡を入れること。 

23.オフィスアワー 授業の前後、合間に教室または講師控室にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Day 1 
Orientation (Syllabus),  Self-introduction 
Day 2 

 
Day 2 Homework 
           Vocabulary 



Unit 1 Building a Brand 
*Vocabulary practice, reading, discussion 

Week 2 

Day 1 
Unit 1 (2)  
*Vocabulary, reading, speaking, listening 
Day 2 
Unit 1 (3) 
*Reading, writing  
*pair/group work 
 

Day 1  Homework 
           Reading  
Day 2 Homework 
            Vocabulary 

Week 3 

Day 1 
Unit 2 Product Marketing 
*Vocabulary, reading, listening 
Day 2 
Unit 2 
*reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 
 

Week 4 

Day 1 
Unit 3 Product Procurement 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 3 
*Reading, speaking, writing  
*pair/group work 
 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 5 

Day 1 
Review 1  test 
Unit 4 Sales Presentation 
*Vocabulary, reading  
    
Day 2 
Unit 4 
*Listening, speaking, writing  
  *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 6 

Day 1 
Unit 5 Quality Control 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 5 
*Reading, speaking, writing 
 *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 7 

Day 1 
Unit 6 Business Goals 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 



Unit 6 
*Reading, speaking, writing  
*pair/group work 

Review the unit 

Week 8 

Day 1 
Review 2  test 
Unit 7  Company Basics 
*Vocabulary, reading, listening    
    
Day 2 
Unit 7 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 9 

Day 1 
Unit 8 Company Performance 
*Vocabulary, reading, listening  
    
Day 2 
Unit 8 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 10 

Day 1 
Unit 9 Business Ethics 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 9 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 11 

Day 1 
Review 3  test 
Unit 10  Finances 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 10 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 12 

Day 1 
Unit 11 Company Location 
*Vocabulary, reading, listening 
    
Day 2 
Unit 11 
*Reading, speaking, writing 
 *pair/group work 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 
Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 13 
Day 1 
Unit 12  Corporate Sprite 
*Vocabulary, reading, listening 

Day 1  Homework 
Vocabulary 
Reading 



    
Day 2 
Unit 12 
*Reading, speaking, writing 
*pair/group work 

Day 2  Homework 
Vocabulary 
Review the unit 

Week 14 

Day 1 
Review 4  test 
Day 2 
Mini TOEIC test 
 

Day 1  Homework 
Preparation for the final exam 
 

Week 15 

Day 1 
Final Exam 
Final day 
Consolidation 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG203-
M01 

2.科目名 地域経営概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上山修一 

5.授業科目の区分 
基礎科目 地域マネジ
メント分野の実務経験
のある教員による授業 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

全国の地域は、少子高齢化による人口減少、首都圏への一極集中などにより、地域の安全・
安心はもとより、存続 そのものが危機にさらされています。 
この問題を解決するために地域住⺠が真の豊かで暮らしていけるよう、従来 の考え方や習
慣や体制にとらわれないイノベーションの発想をもとに、市⺠、企業、行政などの関係者が
主体的に協働して実践していくあり方が重要となっています。 
本科目では、地域の問題と課題を理解しながら、具体的な地域経営の視点から地域づくりに
対する基本的 な考え方はもとより、地域資源の現状評価、テーマの発見 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①地域経営・企業経営とは何かを理解できる。 
②地域の現状と問題、動向を理解できるようになる 
③地域活性化の基本的な方法を理解できるようになる。 
 

19.教科書・教材 教科書の購入は、不要です。適宜、資料を配布します。 
20.参考文献 適宜、講義中に紹介をします。 

21.成績評価 

原則のテーマとして、 
①地域経営・企業経営とは何かを説明できる。→レポート課題① 50% 
②地域経営の現状と問題、動向を説明できるようになる。→ 最終総括試験② 50% 
 

22.コメント 地域の文化、⽣活の視点を大切にした社会的な仕事従事したい学⽣に向いています。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1-1/1-2 

【第 1 回】 
1.ガイダンス(シラバスに記載の本授業の目標、内
容、評価方法、進め方、留意 点など授業の概要を説
明)、地域経営と企業経営との関係とは、? 
・地域経営と企業経営との関係概要 
・まちづくりの事例などから、地域経営の基本概要を
学ぶ。 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第 2 回】 
1. 地域の現状と課題について、 
2. 地域の活性化の方法について 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第 3 回】 
1.地域における行政の役割・行政機能の本質とは、公
共経営とは、 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 



 

【第４回】地域づくりの枠組みと、その課題 につい
て 
1.国土開発計画と地域活性化政策  
2.地域産業の活性化について 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第 5 回】地域活性化の課題 
1.地域マーケティング概要 
2.グローカル発想、交流人口戦略について 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第６回】地域資源の評価 
1.地域資源とは何か、 
2.地域資源の評価の方法 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第７回】 
1.ふるさと納税とはどんなものか、 
2.ふるさと納税の具体例について 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第８回】地域マーケティング 
1.マーケティングの基本と地域マーケティングの基本
について 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第９回】地域ブランドについて 
1.ブランドとは? 
2.地域団体商標の具体例(農林水産、伝統工芸・産
業、お土産物など)  
3.地域ブランド戦略の概要 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 
【第１０回】日本（特に地域の魅力）の魅力について 
1.日本文化・地域文化とは、地域の魅力とは 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第１１回】地域の文化の再⽣について 
1.世界遺産論、日本遺産論 
2.地域文化の継承発展の課題 
3.地域文化の再⽣方策について 
★レポート課題を提示予定（第 1 回目）テーマは、
適宜指定予定 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第１２回】観光資源と地域活性化 
＜観光は効果的な地域活性化策となるのか＞ 
1.観光とは、観光動向 
2.観光による地域活性化策 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 

【第１３回】地域経営や地域ビジネス展開の事例につ
いて 
※事例を紹介しつつ、具体的内容を解説する。 
 

復習：今回の復習及び授業ノート の整理 

 
【第１４回】地域経営や地域ビジネス展開の事例につ
いて  



※前回につづき、事例を紹介しつつ、具体的内容を解
説する。 

 

【第 15 回】最終総括試験 
 レジメおよび講義ノートの持ち込み可とする予定。 
 記述式の総括試験を行う予定。 
 ※感染症の影響等により、場合により、レポート課
題に変更する 
  可能性もあり。 

全回の復習・授業ノート の整理 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG301-
M01 

2.科目名 公共サービス特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本茂樹 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

公共サービスは、市⺠の日々の⽣活を支えているが、政府・自治体の厳しい財政状況の中で
見直され始めている。しかしながら、一方で少子高齢化、格差の拡大、甚大な災害等でその
重要性が再認識されている。 
①誰もが安心して暮らせる公平・公正な社会を作るため、公共サービスの役割を考えるのと
同時に、市場化テストの展開や税金をつかうべきサービスであるか否か、コミュニテビジネ
ス化出来ないかを探る。持続可能な公共サービスのイノベーションを考え、新しい公共サー
ビスを提案する。 
②ICT の発達により、アプリを活用した新しい公共サービ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

その社会問題は税金を使って解決しないといけないのかについて、コミュニティビジネスの
アプローチも踏まえて考えます。 
「心豊かな世界市⺠になる 」   社会問題について関心を持ち、社会的弱者について配慮で
きる人間になる。 
「問題解決能力を身につける」 社会問題について、その背後にある原因となるものを探求
し、解決策を⽴てる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
ワークシート       毎回  40% 
中間レポート        30％ 
最終レポート        30％ 

22.コメント 

政府・自治体の厳しい財政状態から、小さな政府、⺠間にできることは⺠間に、中央集権か
ら地方分権へ等既存の体制を変える必要が⽣じています。そして、新しい公共サービスの在
り方が叫ばれ、既存のシステムが見直されはじめています。 
基礎から公共サービスを学んで、一緒に新しい公共サービスの在り方を考えましょう 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 【第 1 回】公共サービス特論について 
アサインメント（60 分） 
公共サービスについてコーネルメソッドでま
とめる 

 【第 2 回】市場化テストについて 
アサインメント（30 分） 
市場化テストについてコーネルメソッドでま
とめる 

 【第 3 回】サッチャーリズム/レガノミクスについて 
アサインメント（30 分） 
サッチャーリズムとレガノミクスについてコ
ーネルメソッドでまとめる 

 【第 4 回】日本における⺠営化について 
アサインメント（30 分） 
日本の⺠営化についてコーネルメソッドでま
とめる 



 【第 5 回】日本の電力会社について 
アサインメント（30 分） 
日本の電力会社についてコーネルメソッドで
まとめる 

 【第 6 回】世界の電力会社について 
アサインメント（３０分） 
世界の電力会社についてコーネルメソッドで
まとめる 

 第 7 回】前半の振り返り 中間レポート 

 【第８回】シリコンバレーのイノベーションについて 
アサインメント（30 分） 
シリコンバレーのについてコーネルメソッド
でまとめる 

 
【第９回】公共サービスのイノベーションについて 
      
 

アサインメント（３０分） 
公共サービスのイノベーションについてコー
ネルメソッドでまとめる 

 【第 10 回】神⼾市の事例 
アサインメント（３０分） 
神⼾市の事例についてコーネルメソッドでま
とめる 

 【第 11 回】中国の事例 
アサインメント（30 分） 
中国の事例についてについてコーネルメソッ
ドでまとめる 

 【第 12 回】水道事業 
アサインメント 
水道事業についてコーネルメソッドでまとめ
る 

 【第 13 回】コミュニティビジネス 
アサインメント（３０分） 
コミュニティビジネスについてコーネルメソ
ッドでまとめる 

 【第 14 回】最終レポート アサインメント（30 分） 
最終レポート 

 【第 15 回】総括 
アサインメント（３０分） 
最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG305-
M01 

2.科目名 コミュニティ防災 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
(防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目) 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部、心理学部 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 人間学Ⅱ、地域防災減災論を履修済みか履
修中であることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
大災害に際してきわめて重要となる自助・共助について、実際の災害事例などを通じて理解
し、地域コミュニティの一員として災害に事前に備え、災害発⽣時には迅速的確な対応を、
自ら率先して行える力を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

災害発⽣時に自ら考えて、最善の行動を自らとれる自律性を養う。 
地域社会において、平時には大災害への備え、災害発⽣時には、必要な課題を的確に判断し
て、先頭に⽴って、必要なコミュニケーションをとりながらリーダーシップを発揮した防災
活動をするなど、社会に貢献できる能力を養う 
 

19.教科書・教材 
 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物、中間評価：50% 
総括レポート：50% 

22.コメント 
地域防災減災論、セーフティマネジメント論履修者は、より防災・減災の知見を深めるのに
不可欠な科目です 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【金曜 4
限】 
第 1 回 
(4/8) 

コミュニティ防災・防犯の意義 
＜自主防災組織や消防団など、平時からのコミュニテ
ィレベルでの防災・減災への取り組みや、コミュニテ
ィぐるみの防犯活動などが、災害時にも有効に機能す
ることを学ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 (三木） 

☆講師指定のリフレクション課題レポートの
提出(WebClass 使用：各回共通) 

第 2 回 
(4/15) 

防災法制度（地区防災計画） 
＜地域固有の具体的な防災・減災に向けた地区防災計
画の策定などについて、具体例を交えて学ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学教授 川脇康⽣ (山手）  
   村田昌彦(コメント：三木） 

☆講師指定のリフレクション課題レポートの
提出(WebClass 使用：各回共通)  
 

第 3 回 
(4/22) 

地域レベルでの災害時避難要支援者対策＜高齢者や障
害者など、災害時の避難に支援を要する人々の避難対
策について、行政と連携しながら、コミュニティ主体
で支援体制を構築する先進的な取り組みについて学ぶ

☆講師指定のリフレクション課題レポートの
提出(WebClass 使用：各回共通)  
 



＞ 
講師：人と防災未来ｾﾝﾀｰﾘｻｰﾁﾌｪﾛｰ/防災科学技術研究
所 
   松川 杏寧   
   村田昌彦(コメント：三木） 

第 4 回 
(5/6) 

被災者の健康管理(医療・看護) 
＜被災者、特に高齢者、障害者などの要援護者や女
性、子供たちの避難⽣活における健康管理について学
ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学 看護学科教授 松田 宜子（三
木）  
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 5 回 
(5/13) 

避難所の開設と運営 
<災害発⽣時の地域と連携した安全安心な避難所の開
設手順、運営手法、福祉避難所の開設、ボランティア
グループとの連携などについて考える> 
講師：丹波市社会福祉協議会次⻑ 松浪 豊 （三
木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 6 回 
(5/20) 

過去災害における自助・共助 
＜平常時には行政主導の公助のシステムが機能する
が、大災害発⽣時には行政のキャパシティを超えるた
め、自分たちの命や⽣活は自分で、あるいは地域で守
ることの必要性と具体例を学ぶ＞ 
講師：全国災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援機構 代表理事 高橋守
雄（三木）   
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 7 回 
(5/27) 

防災訓練の実践 
＜コミュニティレベルで地区防災計画の⽴案に参画
し、訓練で実践することは、災害に備える重要なステ
ップであることから、実践的な訓練の先進事例につい
て学ぶ＞ 
講師：龍谷大学政策学部 准教授 石原凌河（遠隔） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 8 回 
(6/3) 

地域レベルにおける犯罪と防犯 
<高齢者等は災害時のみならず、平時においても犯罪
の標的として狙われやすい。地域の安全安心を脅かす
高齢者等に対する犯罪事例とその防止策について学ぶ
> 
講師：人関⻄国際大学経営学科教授 村田昌彦(三木) 
 

 

第 9 回 
(6/10) 

市⺠における安全･安心についての心理 
＜日常⽣活における犯罪、事故の防止について、ま
た、災害発⽣時の避難対応についての心理を学び、効
果的な防犯や避難行動について考える＞ 
講師：関⻄国際大学経営学科講師 田中綾子（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 10 回 地域の安全･安心確保への女性と子供の参画  



(6/17) ＜仙台防災枠組においてはオールインクルーシブ防災
が提唱され、女性、子供も防災計画策定段階から参加
することの重要性が確認されたことから、その先進的
な実践的取り組みについて学ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学講師 田中綾子（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

第 11 回 
(6/24) 

NPO/NGO、ボランティアの役割 
＜災害ボランティアのニーズ把握とコーディネーショ
ンが可能な受援体制の整備、大規模 NPO,NGO の災
害対応における行政との効果的連携について学ぶ＞ 
講師：プラスアーツ代表 永田宏和（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 12 回 
(7/1) 

環境と防災 
＜災害発⽣の態様が変わり巨大化する一因は、地球温
暖化などの気候変動であるとされることから、⽣活と
密着した環境問題と災害との関連性について学び、今
後の防災対策を考える＞ 
講師：兵庫県農政環境部環境管理局⻑ 菅 範昭（山
手）  
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 13 回 
(7/8) 

災害廃棄物対策 
＜災害発⽣後に大量に発⽣する災害廃棄物対策は、地
域の復旧・復興の初期の段階で顕在化する問題である
ことから、行政と連携しながら、地域においてどのよ
うに対処するかについて考える＞ 
講師：大栄環境株式会社 中部営業部次⻑ 早川 宏明 
（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 14 回 
(7/15) 

食の安全、家畜伝染病対策 
<日常⽣活で当然確保されると考えられている食の安
全が、人為的に、あるいは家畜伝染病などによっても
往々にして脅かされることについて実例を交えて学
び、その対策について考える> 
講師：関⻄国際大学教授 村田 昌彦 （三木） 

 

第 15 回 
(7/22) 

コミュニティ防災総論〜レポート提出〜 
＜自助、共助の重要性、災害へのコミュニティレベル
での備え、災害発⽣時のｺミュニティが団結した対応
などを総括し、総括レポートを作成する＞ 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 （三木） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG305-
y01 

2.科目名 コミュニティ防災 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

展開科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
(防災･危
機ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ専攻ｺｱ
科目) 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間科学部、経営学部、心理学部 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 人間学Ⅱ、地域防災減災論を履修済みか履
修中であることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
大災害に際してきわめて重要となる自助・共助について、実際の災害事例などを通じて理解
し、地域コミュニティの一員として災害に事前に備え、災害発⽣時には迅速的確な対応を、
自ら率先して行える力を身につける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

災害発⽣時に自ら考えて、最善の行動を自らとれる自律性を養う。 
地域社会において、平時には大災害への備え、災害発⽣時には、必要な課題を的確に判断し
て、先頭に⽴って、必要なコミュニケーションをとりながらリーダーシップを発揮した防災
活動をするなど、社会に貢献できる能力を養う 
 

19.教科書・教材 
 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献  

21.成績評価 
各回提出物、中間評価：50% 
総括レポート：50% 

22.コメント 
地域防災減災論、セーフティマネジメント論履修者は、より防災・減災の知見を深めるのに
不可欠な科目です 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【金曜 4
限】 
第 1 回 
(4/8) 

コミュニティ防災・防犯の意義 
＜自主防災組織や消防団など、平時からのコミュニテ
ィレベルでの防災・減災への取り組みや、コミュニテ
ィぐるみの防犯活動などが、災害時にも有効に機能す
ることを学ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 (三木） 

☆講師指定のリフレクション課題レポートの
提出(WebClass 使用：各回共通) 

第 2 回 
(4/15) 

防災法制度（地区防災計画） 
＜地域固有の具体的な防災・減災に向けた地区防災計
画の策定などについて、具体例を交えて学ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学教授 川脇康⽣ (山手）  
   村田昌彦(コメント：三木） 

☆講師指定のリフレクション課題レポートの
提出(WebClass 使用：各回共通)  
 

第 3 回 
(4/22) 

地域レベルでの災害時避難要支援者対策＜高齢者や障
害者など、災害時の避難に支援を要する人々の避難対
策について、行政と連携しながら、コミュニティ主体
で支援体制を構築する先進的な取り組みについて学ぶ

☆講師指定のリフレクション課題レポートの
提出(WebClass 使用：各回共通)  
 



＞ 
講師：人と防災未来ｾﾝﾀｰﾘｻｰﾁﾌｪﾛｰ/防災科学技術研究
所 
   松川 杏寧   
   村田昌彦(コメント：三木） 

第 4 回 
(5/6) 

被災者の健康管理(医療・看護) 
＜被災者、特に高齢者、障害者などの要援護者や女
性、子供たちの避難⽣活における健康管理について学
ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学 看護学科教授 松田 宜子（三
木）  
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 5 回 
(5/13) 

避難所の開設と運営 
<災害発⽣時の地域と連携した安全安心な避難所の開
設手順、運営手法、福祉避難所の開設、ボランティア
グループとの連携などについて考える> 
講師：丹波市社会福祉協議会次⻑ 松浪 豊 （三
木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 6 回 
(5/20) 

過去災害における自助・共助 
＜平常時には行政主導の公助のシステムが機能する
が、大災害発⽣時には行政のキャパシティを超えるた
め、自分たちの命や⽣活は自分で、あるいは地域で守
ることの必要性と具体例を学ぶ＞ 
講師：全国災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援機構 代表理事 高橋守
雄（三木）   
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 7 回 
(5/27) 

防災訓練の実践 
＜コミュニティレベルで地区防災計画の⽴案に参画
し、訓練で実践することは、災害に備える重要なステ
ップであることから、実践的な訓練の先進事例につい
て学ぶ＞ 
講師：龍谷大学政策学部 准教授 石原凌河（遠隔） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 8 回 
(6/3) 

地域レベルにおける犯罪と防犯 
<高齢者等は災害時のみならず、平時においても犯罪
の標的として狙われやすい。地域の安全安心を脅かす
高齢者等に対する犯罪事例とその防止策について学ぶ
> 
講師：人関⻄国際大学経営学科教授 村田昌彦(三木) 
 

 

第 9 回 
(6/10) 

市⺠における安全･安心についての心理 
＜日常⽣活における犯罪、事故の防止について、ま
た、災害発⽣時の避難対応についての心理を学び、効
果的な防犯や避難行動について考える＞ 
講師：関⻄国際大学経営学科講師 田中綾子（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 10 回 地域の安全･安心確保への女性と子供の参画  



(6/17) ＜仙台防災枠組においてはオールインクルーシブ防災
が提唱され、女性、子供も防災計画策定段階から参加
することの重要性が確認されたことから、その先進的
な実践的取り組みについて学ぶ＞ 
講師：関⻄国際大学講師 田中綾子（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

第 11 回 
(6/24) 

NPO/NGO、ボランティアの役割 
＜災害ボランティアのニーズ把握とコーディネーショ
ンが可能な受援体制の整備、大規模 NPO,NGO の災
害対応における行政との効果的連携について学ぶ＞ 
講師：プラスアーツ代表 永田宏和（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 12 回 
(7/1) 

環境と防災 
＜災害発⽣の態様が変わり巨大化する一因は、地球温
暖化などの気候変動であるとされることから、⽣活と
密着した環境問題と災害との関連性について学び、今
後の防災対策を考える＞ 
講師：兵庫県農政環境部環境管理局⻑ 菅 範昭（山
手）  
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 13 回 
(7/8) 

災害廃棄物対策 
＜災害発⽣後に大量に発⽣する災害廃棄物対策は、地
域の復旧・復興の初期の段階で顕在化する問題である
ことから、行政と連携しながら、地域においてどのよ
うに対処するかについて考える＞ 
講師：大栄環境株式会社 中部営業部次⻑ 早川 宏明 
（三木） 
   村田昌彦(コメント：三木） 

 

第 14 回 
(7/15) 

食の安全、家畜伝染病対策 
<日常⽣活で当然確保されると考えられている食の安
全が、人為的に、あるいは家畜伝染病などによっても
往々にして脅かされることについて実例を交えて学
び、その対策について考える> 
講師：関⻄国際大学教授 村田 昌彦 （三木） 

 

第 15 回 
(7/22) 

コミュニティ防災総論〜レポート提出〜 
＜自助、共助の重要性、災害へのコミュニティレベル
での備え、災害発⽣時のｺミュニティが団結した対応
などを総括し、総括レポートを作成する＞ 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦 （三木） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

REG307-
M01 

2.科目名 地域マネジメント特論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

少子高齢化、人口減少、大災害、感染症といった諸問題の発⽣が続く中、地域社会の持続可
能性の向上に向けた政策の重要性が高まっている。本講義では、特⾊のある地域作りとその
政策課題について、様々な実例を元に学ぶ。合わせて、近隣地域の「まちづくり」のあり方
について、調査を元に学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・「まちづくり」にまつわる政策的議論について包括的に理解できる。 （専門的知識・技
能の活用力） 
・他の都市再⽣における事例も紹介し、地域づくりについて理解を深める。  （専門的知
識・技能の活用力） 
・今後の地域社会のあり方について、自らの考え方に基づいて議論できる。 （問題発見・
解決力） 
 

19.教科書・教材 教員から適宜指示する 

20.参考文献 

吹田良平「Green Neighborhood グリーンネイバーフッドー米国ポートランドにみる環境
先進都市のつくりかたとつかいかた」繊研新聞社 
畢 滔滔「なんの変哲もない取り⽴てて魅力もない地方都市 それがポートランドだった: 
「みんなが住みたい町」をつくった市⺠の選択」⽩桃書房 
宮副謙司・内海里⾹「米国ポートランドの地域活性化戦略ー日本の先を行く⽣活スタイルと
その充実」同友館 
山崎満広「ポートランドー世界で一番住みたい街をつくる」学芸出版社 
岡田知弘「地域づくりの経済学入門ー地域内再投資力論」自治体研究 

21.成績評価 

授業中の提出物 ３０％ 
最終報告 ３０％ 
最終レポート ４０％ 
 

22.コメント 自分の住む街や地域に関心を持って調査できる人の履修を勧めます。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 
第２回 

第１回 地域づくりと災害復興 
第２回 阪神淡路大震災が目指したもの 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第３回 
第４回 

第３回 東日本大震災から１０年。復興における課
題。 
第４回 世界の都市再⽣ービルバオ 
 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第５回 
第６回 

第５回 世界の都市再⽣ーポートランド（１） 
第６回 世界の都市再⽣ーポートランド（２） 
 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第７回 第 7 回 世界の都市再⽣ーポートランド（3） 復習、授業ノート の整理 



第８回 第 8 回 世界の都市再⽣ーポートランド（4） 
 

持参物 教科書、ノー ト 

第９回 
第１０回 

第 9 回 最終報告に向けたレポート課題の設定 
第 10 回 世界の都市再⽣ーポートランド（5） 
 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１１回 
第１２回 

第１1 回 世界の都市再⽣ーポートランド（6） 
第１2 回 阪神淡路大震災・復興計画の幻 
 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１３回 
第１４回 

第１3 回 地域コミュニティの復興 
第１4 回 三宮駅前再整備構想 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

第１５回 
第 15 回 最終課題についての発表会 
 

復習、授業ノート の整理 
持参物 教科書、ノー ト 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RFB303-
Y01 

2.科目名 外書講読 3.単位数 2 

4.授業担当教員 堀尾強 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義及び演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義の目的と概要は以下の通りである。 
① 心理学系大学院への進学を希望する人、英語文献の読解力を高めたい人を対象とする 
② まずは英文の意味を大づかみに理解する視点を養う 
③ 心理学のテーマを扱った英語論文に触れることにより、心理学の基礎的知識も養う 
④ 大学院入学試験および大学院での英語文献読解に必要となる英語力を育てる 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・英語の基礎的事項（基礎文法、基礎構造）を理解できる 
・心理学の基礎的知識、専門用語を修得できる 
・英語論文を適切な日本語で和訳することができる 
授業の性格上、中辞典以上の英和辞典が必要である。したがって授業には毎回必ず持参する
ことを受講ルールとしたい。電子辞書の使用は不可とする。遠隔授業の際にも必ず辞典を使
用すること。 

19.教科書・教材 
教科書は指定しない。 
毎回の授業で扱うテクストは、Webclass 上にて配布する。 
 

20.参考文献 

英語の基本構造の理解のためには、英語の文法書が必携である。各自かならず手元に準備す
ること。 
その他として 
Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology(15th),2009. 
    ⇒心理学の代表的教科書。入試問題に頻出している。 
『ヒルガードの心理学』内田一成監訳，金剛出版，2012 年． 
    ⇒上記図書の翻訳書 
 

21.成績評価 

・アサインメントの提出 40% 
・中間試験                    30% 
・総括試験                    30% 
合計          100％ 
 

22.コメント 

だれでも英文和訳はにがてです。でもなんとかなります。 
英文の意味をまずは大づかみにしてから、順次細かい部分もつかむように、トレーニングし
ていきましょう。 
授業で扱うテーマや進め方は、受講⽣のニーズと理解度によって柔軟に対応します。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション 
・授業概要と受講の注意点を説明しますので、各自シ
ラバスをかならず持参してください。 

◆持参物◆ 
・英和中辞典（電子辞書不可） 
・シラバス 



・授業では英和中辞典（電子辞書の使用は認めませ
ん）を使って課題に取り組みます。初回からかならず
持参すること。 
・アサインメントを出しますので次回までに自分で和
訳して提出してもらいます。 

【第 2 回】 
・前回アサインメントの解説 
・その他 

・前回出されたアサインメントを提出する 
・英和中辞典を持参する 

【第 3 回】 ・前回アサインメントの解説 
・その他 

同上 

【第 4 回】 ・前回アサインメントの解説 
・その他 

同上 

【第 5 回】 
・前回アサインメントの解説 
・その他 

同上 

【第 6 回】 
・前回アサインメントの解説 
・その他 

次回の中間試験に備えてこれまでの授業中課
題やアサインメントを振り返っておく 

【第 7 回】 
中間試験 
 これまでの学修をもとに、大学院入試を想定した英
文問題を和訳する 

 

【第 8 回】 
中間試験問題の解説を中心とする 
再びアサインメントを課していく 

 
・英和中辞典を持参する 

【第 9 回】 
・前回アサインメントの解説 
・その他 

・前回出されたアサインメントを提出する 
・英和中辞典を用意する 

【第 10 回】 ・前回アサインメントの解説 
・その他 

同上 

【第 11 回】 
・前回アサインメントの解説 
・その他 

同上 

【第 12 回】 
・前回アサインメントの解説 
・その他 

同上 

【第 13 回】 ・前回アサインメントの解説 
・その他 

次回の総括試験に向けてこれまでのアサイン
メントを中心に振り返りをしておきましょう 
 

【第 14 回】 ・総括試験（70 分） 
◆持参物◆ 
・英和中辞典（電子辞書不可） 

【第 15 回】 総括試験に関する解説を中心とする 
◆持参物◆ 
・英和中辞典（電子辞書不可） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM102-
M01 

2.科目名 地域防災減災論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦、田中綾子 

5.授業科目の区分 

人間学総合教育科目 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
(経営学
科防災･
危機ﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ専攻ｺ
ｱ科目) 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学部 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 

履修登録は春学期開始時ま
でに行うこと。 
防災士試験受験者は、普通
救命士講習(本学あるいは
近隣消防署等によるもの）
を別途受講（３時間程度）
する必要がある。なお、セ
ンタープログラムの一環と
して春学期に三木キャンパ
スにおいて講習を実施予
定。 
 

11.先修条件 
人間学Ⅱを履修済みか履修中。 
セーフティマネジメント論が履修済みか同
時受講が望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義中心 
16.履修制限 80 人程度（可能な範囲で受け入れる） 

17.授業の目的と概要 

 本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく⽣き抜くために必要と
なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発⽣時の対応などについて体系的に学
習する。 
  さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会を提供
し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す 
<防災士教本、防災士試験受験料、防災士登録料（合計 11,500 円）の一部は、協力企業から
の寄付金により補填され、自己負担金は 3,500 円。自己負担金は、指定する期日(授業開始
前)に必要書類に添えて納入すること 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

将来各方面で活躍するなかで、地域や組織における防災リーダーとして安全・安心をけん引
していける人材を育成することを目標とする。 

19.教科書・教材 
防災士教本、各講師作成資料 
授業資料は WebClass で電子配布します。毎回、PC かタブレットを持参のこと(スマホでも
可） 

20.参考文献 防災リテラシー（森北出版） 

21.成績評価 

各授業の予習・復習、防災士試験対策練習問題などの WebClass の取り組み：50％ 
総括試験：40% 
防災士試験の合否：10％ 
<防災士試験受験は、WebClass の練習問題等を行い、総括試験 70%程度以上の成績を有す
る者に、原則受験資格を与える予定> 
WebClass にアクセスできる PC かタブレット等（授業はスマホでも可。総括テストはスマ
ホ不可）、防災士教本を毎回持参のこと 

22.コメント 毎回の授業に加えて、授業前の練習問題、授業期間中の確認問題などをキッチリこなして、



防災士資格の取得を目指してください。 
救命士講習は、極力春学期期間中に最寄りの消防署で受講すること。 
キャンパスでの救命士講習受講希望者は、Outlook Mail からの連絡などに速やかに対応して
ください。 
連絡は Outlook Mail を主に使用するので、メールのチェック(携帯への自動転送)を必ず行っ
てください。 
【講師名、設定日時は予定です。変更の場合があります】 

23.オフィスアワー 

センタープログラムの一環として、普通救命講座を春学期中に 3 時間程度実施予定（三木キ
ャンパスで消防署に講師依頼）。その他、学内講師でも実施予定。 
受講できない者は、自宅所在地の消防署、三木消防、尼崎消防、神⼾市消防が毎月実施する
普通救命士講習を、防災士試験日までに受講しておくこと。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【金曜 2
限】 
第１回 
(４月８日) 

ハザードと災害(防災と減災) 
関⻄国際大学 教授 村田昌彦 
 

毎回、WebClass を活用した事前学習、復習
をします。 
ノートＰＣ，タブレット（スマホでも可）、
防災士教本を持参のこと。 
＜全回共通＞ 

第２回 
(４月 15 日) 

行政対応と災害法制度 <地域防災計画、災害対策基
本法、災害救助法> 
講師：関⻄国際大学  教授 村田昌彦 

 

第３回 
(４月 22 日) 

災害発⽣の歴史と仕組みと被害 <台風、風水害､強
風･⻯巻、土砂災害> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 
 

 

第４回 
(５月 06 日) 

災害発⽣の歴史と仕組みと被害<⽕山・⽕災> 
講師：経営学部 講師  田中綾子 

 

第５回 
(５月 13 日) 

災害発⽣の歴史と仕組みと被害<地盤災害等：地震・
津波> 
講師：関⻄国際大学 教授  村田 昌彦 
 

 

第６回 
(５月 20 日) 

ライフラインの被害と復旧＜ライフライン・交通イン
フラ＞ 
講師：関⻄国際大学 教授 村田 昌彦 
 

 

第７回 
(５月 27 日) 

防災情報 <予警報、緊急地震速報､被害･避難者情報> 
講師：関⻄国際大学教授 村田昌彦  

第８回 
(６月 03 日) 

企業・都市における防災総論 ＜都市経営と災害、
BCP＞ 
講師：松本茂樹 (兵庫大学現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部⻑ 教授) 

 

第９回 
(６月 10 日) 

防災まちづくり ＜ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・地域の復旧と復興＞ 
講師： 経営学科教授 村田昌彦  

第 10 回 
(６月 17 日) 

防災訓練の実践、災害と危機管理 
講師：東京大学リサーチフェロー（兵庫県広域防災セ
ンター） 
    田中 健一 

 

第 11 回 
(６月 24 日) 

被災者の心理<避難と避難行動、災害と流言・風評> 
講師：関⻄国際大学 人間心理学科 教授 道免逸子 

 



第 12 回 
(７月 01 日) 

災害医療・看護 <応急救急･救命､トリアージ、避難
所と仮設住宅> 
講師：関⻄国際大学保健医療学部 教授 松田 宣子 

 

第 13 回 
(７月 08 日)  
 

企業防災の実践と CSR 
<企業活動における防災・危機管理、災害発⽣時の社
会的責任等> 
講師：TOA（株）ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ課課
⻑  仁子 泰輔 
        広報室 玉井淳一     
    ＜調整中＞ 

 

第 14 回 
(７月 15 日)  
 

自助・共助・公助  <耐震診断と補強、身近でできる
防災対策> 
講師：経営学部 講師  田中綾子 

 
 

第 15 回 
(７月 22 日)  
第 16 回 
(７月 29 日)  
 

期末総括テスト 
防災士試験対策 
第 16 回目に、履修者のうち受験資格が確認できた者
は全員（原則）、日本防災士機構による防災士試験を
受験 

総括テストは WebClass を活用するので、
ノートＰＣ，タブレットを持参のこと（スマ
ホは不可） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM304-
M01 

2.科目名 危機管理リーダーシップ論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中綾子 

5.授業科目の区分 
展開科目 
（防災・危機マネジメ
ント専攻コア科目） 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学部、人間科学部 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
「地域防災減災論」「セーフティマネジメ
ント論」「危機管理入門」の単位取得が望
ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
平時と危機では求められるリーダーシップ像も異なる。組織の存続をかけた決断、社会的影
響の大きな事項の発表、限られた時間の中での情報収集、メンバーや外部との協力・連携な
ど、危機において求められるリーダーシップや行動について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

さまざまなリーダーシップのあり方について危機事例から学び、決断のために必要な体制や
情報などの条件を説明できる。また、自分の考え方の癖を知り、平時からの人間関係の構築
に必要なコミュニケーションスキルを身に付ける。 
＜特に関連性の高い DP 項目＞ 
（4）問題発見・解決力 
  組織や集団において情報の収集・分析を行い、問題を発見したり、解決へのアイデアを
提案したりできる。 
（5）コミュニケーションスキル 
  組織や集団の内外で、他者と意見を交わし調整することができる。 
 

19.教科書・教材 
授業資料を web クラスで毎回データ配布します。また、ワークに必要な様式等は随時配布
します。 

20.参考文献 

◇『危機管理とリーダーシップ』⻲井利明 ⻲井克之 同文館出版 2013 年 
◇「自治体の地域防災・危機管理のしくみ (図解よくわかるシリーズ)  」鍵屋 一  学陽書
房 2019 年 
◇『しんがりの思想 反リーダーシップ論』鷲田清一 角川新書 2015 年 

21.成績評価 
各回提出物：50% 
総括レポート：50% 

22.コメント 
リーダーシップへの考察を通じて、多様な気質・性格・能力のあるそれぞれの人が活躍でき
る組織のあり方について考えます。活発な意見交換を期待します。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 研究室（４号館５階） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回
（4/8） 

＜オリエンテーション＞ 
リスクマネジメントとクライシスマネジメントについ
て理解する。 
 

☆リフレクション課題の提出(WebClass 使
用：第 1 回から 14 回まで各回共通) 

第２回
（4/15） 

＜ソーシャルリスクマネジメント＞ 
地域と企業のリスク管理の違いについて学ぶ。 

 

第３回
（4/22） 

＜チームワークとフォロワーシップ＞ 
危機管理の場面においてリーダーシップが求められる
理由を理解する。 

 



第４回
（5/6） 

＜危機における情報管理＞ 
危機における情報収集と情報発信の重要性について学
ぶ。 

 

第５回
（5/13） 

＜危機におけるリーダーの実像①＞ 
実際の危機においてリーダーがどのように行動した
か、事例から学ぶ。 
【ゲスト講師】 
特命教授 齋藤富雄先⽣ 
＊日程は変更になることがあります。 

 

第６回
（5/20） 

＜決断のシミュレーション①＞ 
危機事例のタイムラインに沿って、どのような決断が
求められるのかを疑似体験する。 

 

第７回
（5/27） 

＜決断のシミュレーション②＞ 
危機事例で求められる決断について、クロスロードゲ
ームを通じて学ぶ。 

 

第８回
（6/3） 

＜危機におけるリーダーの実像②＞ 
実際の危機においてリーダーがどのように行動した
か、事例から学ぶ。 
【ゲスト講師】 
特命教授 齋藤富雄先⽣ 
＊日程は変更になることがあります。 

 

第９回
（6/10） 

＜歴史に学ぶ危機管理＞ 
国内外の有名な危機事例について、リーダーシップの
観点から読み解く。 

 

第 10 回
（6/17） 

＜経営危機からの逆転事例＞ 
企業における危機の発⽣から復旧・発展まで、リーダ
ーの決断がターニングポイントになった事例を読み解
く。 

 

第 11 回
（6/24） 

＜経営危機への失敗事例＞ 
リーダーの決断によって危機を拡大してしまった事例
について、実例やシ映画シナリオから学ぶ。 

 

第 12 回
（7/1） 

＜コンピテンシーと共⽣＞ 
リーダーとしてチーム力を最大化するためには、どの
ように能力を認め合い、フォローしあう必要があるか
について考える。 

 

第 13 回
（7/8） 

＜平時の危機管理とリーダーシップ＞ 
平時から危機に備える必要性をリーダーシップの視点
で考える。 

 

第 14 回
（7/15） 

＜多様なリーダー像＞ 
組織の目的やメンバー構成が様々であるように、リー
ダーのあり方もひとつではない。多様なリーダー像に
ついて、意見交換を行う。 

 

第 15 回
（7/22） 

＜総括レポート／テスト＞ 
web クラス上で 60 分の総括テストを行う。 
◆重要語句に関するテスト（語句入力） 
◆提示された危機案件から 1 つを選び、求められる
リーダーシップと取るべき行動について記述する。

web クラスを使用するため、ノート PC を持
参すること。 



（自由記述） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM306-
M71 

2.科目名 フードセキュリティ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川久通隆、村田昌彦 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 経営学部 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
食料品の⽣産から消費までの過程、いわゆるフードシステムにおける、現行の制度と管理手
法について認識し、食にまつわる事故や事件が発⽣することによる社会的な混乱を回避する
ため、必要な知識を身に着けると共に、正しい食⽣活のあり方について学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

安全・安心な⽣活の要である「食」を取り巻く様々なリスクとその対策について実践事例を
通じて理解する。 
 

19.教科書・教材 各講師作成資料、適宜授業のなかで、配信・配布 
20.参考文献 食品の安全性評価と確認 サイエンスフォーラム 他 

21.成績評価 
各単元講座ごとに、講義内容の理解度を評価する平常テスト（５割評価）を行うとともに、
講座終了時に総括テスト（５割評価）を行う。 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
1 日目 

フードセキュリティ講座について 
これから開催する、フードセキュリティ講座につい
て、進め方、学習のポイント、学⽣の認識度等につい
て、説明・確認する。さらに食の危機管理について説
明する。 
講師：エスフーズ㈱ 執行役員  
   関⻄国際大学客員教授 川久 通隆 

・WebClass に資料を掲示するので、ﾉｰﾄ PC
かタブレットを持参。 
・毎回理解度テストを実施する 
＜各回共通＞ 

第 2 回 
2 日目 

食品管理：食品による健康危害の発⽣について（１） 
食中毒のうち、微⽣物（細菌性）・⽣物毒（動物性・
植物性）を原因とするものについて講義する。 
講師：日本細菌検査㈱  
   検査顧問 山内 裕成 

今後の講師との調整により、内容などに変更
があります 

第 3 回 
3 日目 

食品管理：食品による健康危害の発⽣防止について 
食中毒を未然に防止するため、食品製造現場（飲食店
含む）の具体的な管理手法について学ぶ 
講師：ティーズフードコンサルタント  
   代表取締役 高柳 ⻯雄 

 

第 4 回 
4 日目 

食品管理：兵庫県の食品衛⽣行政について 
食品による重大事故、事件を解説し、食の安全安心を
めざした食品衛⽣行政について講義する。 
講師：兵庫県⽣活衛⽣営業指導センター 
   常務理事 都倉 敏明 

 

第 5 回 
5 日目 

食品管理：新たな食品の管理手法について 
国際的な基準である HACCP や FSSC２２０００につ

 



いて講義する。 
講師：エスフーズ㈱ 品質保証室 
   王 奕翔 

第 6 回 
6 日目 

フードシステム（⽣産・流通）：⽣産段階での安全対
策について 
⽣産段階（畜産）の現況・課題・対応策等について、
わが国の制度と併せて講義する。 
講師：兵庫県畜産技術センター 
   所⻑ 大川 浩一 

 

第 7 回 
7 日目 

フードシステム（⽣産・流通）：畜産食品の海外への
輸出について 
我が国の重要な政策としての、農畜産物（神⼾ビーフ
を代表とする和牛）の輸出について講義する。 
講師：エスフーズ㈱  
   海外事業部⻑ 山路 良平 

 

第 8 回 
8 日目 

フードシステム（⽣産・流通）：日本の和牛・ブラン
ド肉について 
日本の三大和牛・ブランド肉について講義し、ブラン
ドの優位性について学ぶ（牛肉・豚肉・鶏肉） 
講師：エスフーズ㈱ 品質保証室 
   課⻑ ⻑島 大介 

 

第 9 回 
9 日目 

フードシステム（⽣産・流通）：企業における品質保
証の取組（１） 
食品製造現場での安全対策の取組と品質監査等につい
て講義する。 
講師：エスフーズ㈱ 品質保証室  
   食品安全課⻑ 田中 恭子 

 

第 10 回 
10 日目 

フードシステム（⽣産・流通）：企業における品質保
証の取組（2） 
ヤマサ蒲鉾㈱が取り組む 製造現場の安全管理対策に
ついて講義する 
講師： 

 

第 11 回 
11 日目 

フードシステム（⽣産・流通）：飲食店における料理
の提供技術について 
飲食店経営者から、実際の調理技術や料理提供のポイ
ントについて講義する。 
講師：神⼾花隈鈴江 
   代表 鈴江 延嘉 

 

第 12 回 
12 日目 

食肉の⽣産・流通から消費まで 
日本における食肉の⽣産・流通・処理・販売の現状と
課題について解説し、交際的な食肉の需要動向を踏ま
え、企業としてあるべき取組について講義する。 
講師： 

 

第 13 回 
13 日目 

フードシステム（⽣産・流通）：SDGs フードロス
について 
SDGｓの目標の一つでる「つくる責任・つかう責
任」としてのフードロスの現状と対策について講義す
る。 

 



講師： 

第 14 回 
14 日目 

フードセキュリティ（危機管理）：食品企業防災 
企業におけるフードセキュリティについて 
講師： 

 

第 15 回 
15 日目 

フードセキュリティ（危機管理）：食の危機管理につ
いて 
食品事故・事件を教訓とした対応について講義する。 
総括テストの実施 
講師：エスフーズ㈱ 執行役員  
   関⻄国際大学客員教授 
   川久 通隆 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM307-
Y01 

2.科目名 サイバーセキュリティ論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 
サイバーセキュリティ論ⅠⅡの両講義を履修することを前提としています。  
Ⅰにおいては、基本的事項、犯罪の実例、警察を中心としたサイバーセキュリティ対策につ
いて学びます。講義への出席が原則です。 

17.授業の目的と概要 

目的：情巣収集、分析力を身に付け、データに基づく論理的思考力を養うことを目標としま
す。 
現代社会において必要とされるサイバーセキュリティに関する知識を習得し、サイバーリス
クマネジメント力を養成すること目的としています。 
概要：現代社会がおかれている「サイバー空間の脅威」を正しく認識し、そのリスク軽減を
図るため、サイバー犯罪の手口やその対策、法制度に関する知識を習得します。  
この授業は三木キャンパスでは遠隔授業として実施します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰの(4)問題発見・解決力(6)専門的知識・技能の学修に関連しています。 
    
①サイバー犯罪等が社会の中で問題となっている論点を述べることができる  
②問題発⽣時の事実と意見を区別することができる   
③犯罪に関連する専門的知識を獲得することができる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使いません）。 

20.参考文献 警察⽩書、⻘林出版 概説サイバー犯罪 法令解説と捜査・公判の実際   
授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

・第 8 回講義終了後レポート「サイバー空間の現状、サイバー犯罪に関する法制度につい
て」の提出   40％   
学習目標①に対応  
                
・総括効果測定  「違法有害情報、虚偽情報等に対する対策に関するレポート」最終講義
日に提出  60％   
学習目標②、③に対応   
※最終レポートに加えて、中間レポートも提出することが単位認定の前提となるので注意す
ること 

22.コメント 
・レポート作成に当たっては 
①書籍、学術雑誌を利用し、出典を明示すること 
②ネット検索によるものは、公共機関の HP に基づき URL 等を明示すること 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

・オリエンテーション    
授業の目標、内容、進め方、レポート作成等に関する
説明 

ノートパソコン等を持参して下さい。 

第２回 
サイバー空間の脅威                
 現状、傾向 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 



 

第３回 
サイバー攻撃、サイバー犯罪           
 定義等 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第４回 
サイバー空間の歴史 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第５回 
国際的な秩序形成                
 サイバー犯罪条約 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第６回 
サイバー犯罪等に関する法制度         
 刑法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第７回 
サイバー犯罪等に関する法制度         
 不正アクセス法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第８回 
サイバー犯罪等に関する法制度         
 サイバーセキュリティ基本法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示     
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第９回 
 

違法有害情報に対する対策        
 フィルタリング、⻘少年インターネット環境整備法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 10 回 
違法有害情報に対する対策            
 被害防止教室 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 11 回 
ネットワーク上の虚偽情報        
 フェイクウェブ、フィッシング 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 12 回 
サイバー犯罪の各種手口              
 実例 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 13 回 
サイバー犯罪の各種手口                 
 実例、事件例 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 14 回 
サイバーインテリジェンス、テロ           
 実情 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   



 ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 15 回 
総括、振り返り 
 

ノートパソコン等を持参して下さい。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

RSM307-
m01 

2.科目名 サイバーセキュリティ論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 
サイバーセキュリティ論ⅠⅡの両講義を履修することを前提としています。  
Ⅰにおいては、基本的事項、犯罪の実例、警察を中心としたサイバーセキュリティ対策につ
いて学びます。講義への出席が原則です。 

17.授業の目的と概要 

目的：情巣収集、分析力を身に付け、データに基づく論理的思考力を養うことを目標としま
す。 
現代社会において必要とされるサイバーセキュリティに関する知識を習得し、サイバーリス
クマネジメント力を養成すること目的としています。 
概要：現代社会がおかれている「サイバー空間の脅威」を正しく認識し、そのリスク軽減を
図るため、サイバー犯罪の手口やその対策、法制度に関する知識を習得します。  
この授業は三木キャンパスでは遠隔授業として実施します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰの(4)問題発見・解決力(6)専門的知識・技能の学修に関連しています。 
    
①サイバー犯罪等が社会の中で問題となっている論点を述べることができる  
②問題発⽣時の事実と意見を区別することができる   
③犯罪に関連する専門的知識を獲得することができる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します（教科書は使いません）。 

20.参考文献 警察⽩書、⻘林出版 概説サイバー犯罪 法令解説と捜査・公判の実際   
授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

・第 8 回講義終了後レポート「サイバー空間の現状、サイバー犯罪に関する法制度につい
て」の提出   40％   
学習目標①に対応  
                
・総括効果測定  「違法有害情報、虚偽情報等に対する対策に関するレポート」最終講義
日に提出  60％   
学習目標②、③に対応   
※最終レポートに加えて、中間レポートも提出することが単位認定の前提となるので注意す
ること 

22.コメント 
・レポート作成に当たっては 
①書籍、学術雑誌を利用し、出典を明示すること 
②ネット検索によるものは、公共機関の HP に基づき URL 等を明示すること 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
 

・オリエンテーション    
授業の目標、内容、進め方、レポート作成等に関する
説明 

ノートパソコン等を持参して下さい。 

第２回 
サイバー空間の脅威                
 現状、傾向 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 



 

第３回 
サイバー攻撃、サイバー犯罪           
 定義等 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第４回 
サイバー空間の歴史 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第５回 
国際的な秩序形成                
 サイバー犯罪条約 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第６回 
サイバー犯罪等に関する法制度         
 刑法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第７回 
サイバー犯罪等に関する法制度         
 不正アクセス法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第８回 
サイバー犯罪等に関する法制度         
 サイバーセキュリティ基本法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第９回 
 

違法有害情報に対する対策        
 フィルタリング、⻘少年インターネット環境整備法 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 10 回 
違法有害情報に対する対策            
 被害防止教室 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 11 回 
ネットワーク上の虚偽情報        
 フェイクウェブ、フィッシング 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 12 回 
サイバー犯罪の各種手口              
 実例 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 13 回 
サイバー犯罪の各種手口                 
 実例、事件例 
 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   
ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 14 回 
サイバーインテリジェンス、テロ           
 実情 

予習：WebClass で資料を事前提示               
復習：前回授業の振り返り、実例、質疑   



 ノートパソコン等を持参して下さい。 
 

第 15 回 
総括、振り返り 
 

ノートパソコン等を持参して下さい。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2108-
Y51 

2.科目名 建築文化史（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・（観光学科 2019 年度以降入学⽣） 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
建築を学ぶ時に、過去の建築の歴史を知ることは最も基本的なことのひとつです。本講で
は、近世以前の日本および⻄洋の建築の歴史について、日本の建築は神社や寺院などの用途
ごとの変遷を、⻄洋の建築は時代ごとの様式の歴史を概観します。それにより、近代から現
代おける日本の建築の歴史的背景を理解するための基礎知識を学びます。 
【概要】 
授業はスライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら講義形式で進め、授業内容を
より具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行います。
フィールドワ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S3「新たな文化創造のための豊かな感
性を涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連しています。 
① 日本建築史について用途ごとの変遷を理解し説明できる。特に仏教伝来以後の変化を理
解し説明できる。 
② ⻄洋建築史について各時代の特徴を理解し説明できる。特に各様式に対する古典様式の
影響を理解し説明できる。 
③ 江⼾時代末期から明治期にかけて、日本への⻄洋建築の影響を理解し説明できる。 

19.教科書・教材 
授業時にプリントを配付します。 
※授業資料は WebClass で配信します。 

20.参考文献 『カラー版 建築と都市の歴史』 光井渉・太記祐一著 井上書院 
『建築の歴史 ⻄洋・日本・近代』 ⻄田雅嗣・矢ヶ崎善太郎著 学芸出版社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小テスト① 15％ [中間まとめ・振り返り、学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート① 15％ [学習目標①に対応] 
課題 3：小テスト② 15％ [中間まとめ・振り返り、学習目標②に対応] 
課題 4：小レポート② 15％ [学習目標③に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り] 
※全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してく
ださい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの
時は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 日本建築史 神社建築（１）古代神社建築 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 日本建築史 神社建築（２）仏教伝来以降 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 日本建築史 寺院建築（１）平安時代以前 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 4 回】 日本建築史 寺院建築（２）鎌倉時代以降 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
日本建築史 その他の建築 
小テスト① ※WebClass で配信します。 

【ノート PC 持参のこと】 
予習：事前に第 4 回目までの授業内容の復
習をしておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク① 大学周辺の神社建築（予定：諏
訪神社など） 
小レポート①課題提示「古代神社建築と仏教の影響」
（提出：第 8 回授業時） 
※Web Class で配信します。 

予習：事前に第 5 回目までの授業内容の復
習をし、小テスト①を見直しておいてくださ
い。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 7 回】 ⻄洋建築史 古代ギリシャ建築、古代ローマ建築 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 
⻄洋建築史 初期キリスト教建築、ビザンチン建築 
小レポート①提出日 ※Web Class で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 ⻄洋建築史 ロマネスク建築 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 



【第 10 回】 ⻄洋建築史 ゴシック建築 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 ⻄洋建築史 ルネサンス建築 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。。 

【第 12 回】 
⻄洋建築史 バロック建築 
小テスト② ※Web Class で配信します。 

【ノート PC 持参のこと】 
予習：事前に第７回目から第 11 回目までの
授業内容の復習をしておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 13 回】 
⻄洋建築史 18 世紀・19 世紀の建築、日本への影響 
明治〜昭和初期 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② 大学周辺の⻄洋の影響を受けた
建築（予定：旧居留地） 
小レポート②課題提示「⻄洋建築の日本への影響」
（提出：第 15 回授業時） 
※Web Class で配信します。 

予習：事前に第７回から第 13 回目までの授
業内容の復習をし、小テスト②を見直してお
いてください。。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 

まとめ 
小レポート②提出日 ※Web Class で提出してくださ
い。  
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2110-
Y71 

2.科目名 インテリアコーディネート論（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 1 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
インテリアコーディネートに必要な知識のうち、インテリアの歴史とインテリアエレメント
についての基礎知識を習得します。 
【概要】 
授業は講義形式とし、スライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら進め、授業内
容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行いま
す。フィールドワークは博物館やインテリアショップなどにて住宅の内装や家具の見学およ
び講義を行い、そこでわかったことを各自小レポートにまとめてください。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S3「新たな文化創造のための豊かな感
性を涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連しています。 
① 日本のインテリアの歴史について、各時代の日本の住宅の内装と家具の特徴について理
解し説明できる。 
② ⻄洋のインテリアの歴史について、各時代の⻄洋の住宅の内装と家具の特徴について理
解し説明できる。 
③ 近代以降のインテリアの歴史について、⻄洋および日本の住宅の内装と家具の特徴につ
いて理解し説明できる。 
④ インテリアエレメントについて、各エレメントの種類と特徴について理解し説明でき
る。 

19.教科書・教材 授業時にプリントを配付します。 
※WebClass で配信します。 

20.参考文献 
『超図解で全部わかる インテリアデザイン入門』 Aiprah 著 河村容治監修 株式会社エ
クスナレッジ 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小レポート① 15％ [学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート② 15％ [学習目標②に対応] 
課題 3：小レポート③ 15％ [学習目標③に対応] 
課題 4：小レポート④ 15％ [学習目標④に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り] 
※原則として全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してくだ
さい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 



23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
インテリアコーディネートについて、日本のインテリ
アの歴史 近世以前 前半 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史を見直し
ておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 日本のインテリアの歴史 近世以前 後半 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史を見直し
ておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク① 日本の暮らしとインテリア（予
定：相楽園内 浣心亭） 
小レポート①課題提示「日本の暮らしとインテリア」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 5 回授業
時まで） 

予習：身近な建築や書籍などに掲載されたイ
ンテリアについて情報収集しておいてくださ
い。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 4 回】 ⻄洋のインテリアの歴史 近世以前 前半 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史を見直し
ておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
⻄洋のインテリアの歴史 近世以前 後半 
小レポート①提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また世界史を見直し
ておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② ⻄洋の暮らしとインテリア（予
定：異人館など） 
小レポート②課題提示「⻄洋の暮らしとインテリア」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 8 回授業
時まで） 

予習：身近な建築や書籍などに掲載されたイ
ンテリアについて情報収集しておいてくださ
い。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 7 回】 インテリアの歴史 近代以降 前半 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また近代史を見直し
ておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 
インテリアの歴史 近代以降 後半 
小レポート②提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。これまでの見直しを
してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 
【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク③ 近代以降の⽣活とインテリア

予習：身近な建築や書籍などに掲載されたイ
ンテリアについて情報収集しておいてくださ



（予定：インテリアショールームなど） 
小レポート③課題提示「近代以降の⽣活とインテリ
ア」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 11 回授業
時まで） 

い。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 10 回】 インテリアエレメントとは、造作部品と住宅用家具 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。身近なインテリアを
観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 

ウインドートリートメントとカーペット 
小レポート③提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。    
 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。身近なインテリアを
観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク④ インテリアエレメント（予定：
インテリアショップなど） 
小レポート④課題提示「インテリアエレメント」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 14 回授業
時まで） 

予習：身近な建築や書籍などに掲載されたイ
ンテリアエレメントについて情報収集してお
いてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 13 回】 インテリアオーナメント・アート 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。身近なインテリアを
観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 
その他のエレメント 
小レポート④提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。身近なインテリアを
観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 まとめ 
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2202-
Y01 

2.科目名 住居学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
人間の最も基本的な⽣活環境である住まいについて、古代から現代までの日本の住まいの歴
史と、戦後の日本の住まいの問題に関する基礎知識を学びます。 
【概要】 
授業はスライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら講義形式で進め、授業内容を
より具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてのフィールドワークを行いま
す。フィールドワークは学外においてショールームや行政の取り組みの見学・講義を行いま
す。そこでわかったことを各自レポートにまとめてください。また、DVD 等の映像を通し
て建築家の設計した住 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S3「新たな文化創造のための豊かな感
性を涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連しています。 
① 住まいと人間の⽣活や周辺環境との関連と日本の住まいの歴史について理解し説明でき
る。 
② 近代から現代の世界の住まいについて、特に建築家の設計した住宅の特徴を理解し説明
できる。 
③ 戦後の日本の住まいの問題の変遷を理解し説明できる。 
④ 現代の日本の住まいが持っている課題を理解し説明できる。 

19.教科書・教材 
授業時にプリントを配付します。 
※授業資料は WebClass で配信します。 

20.参考文献 
『新しい住まい学』 小宮容一 他著 井上書院 
『カラー版 建築と都市の歴史』 光井渉・太記祐一著 井上書院 
『建築の歴史 ⻄洋・日本・近代』 ⻄田雅嗣・矢ヶ崎善太郎著 学芸出版社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小テスト① 15％ [中間まとめ・振り返り、学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート課題① 15％ [学習目標②に対応] 
課題 3：小テスト② 15％ [中間まとめ・振り返り、学習目標③に対応] 
課題 4：小レポート課題② 15％  [学習目標④に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り] 
※原則として全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してくだ
さい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 



23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 人間の⽣活と住まい 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段から住まいをよ
く観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 日本の住まい１ 古代から中世の日本の住まい 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 日本の住まい２ 中世から近世の日本の住まい 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 4 回】 日本の住まい３ 近代の日本の住まい 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また日本史の該当部
分を見直しておいてください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
日本の住まい４ 現代の日本の住まい 
小テスト① ※WebClass で配信します。 

【ノート PC 持参】 
予習：事前に第４回目までの授業内容の復習
をしておいてください。。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 日本の住まい５ 住まいの材料・構法 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段から住まいをよ
く観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 7 回】 世界の住宅：近代〜現代 建築家の設計した住宅 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段から住まいをよ
く観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク① 建築家の設計した住宅（予定：
神⼾北野町など） 
小レポート①課題提示「建築家の設計した住宅の特
徴」（提出：第 10 回授業時） 
※WebClass で配信します。 

予習：事前に第 7 回目までの授業内容の復
習をし、小テスト①を見直しておいてくださ
い。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 戦後日本の住まいの問題１ 変遷 
予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。また現代史を見直し
ておいてください。 



復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 10 回】 
戦後日本の住まいの問題２ 量から質へ 
小レポート①提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に第８回から第９回目までの授業
内容の復習をしておいてください。。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 戦後日本の住まいの問題３ 多様な住まい 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段から住まいをよ
く観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 
現代の日本の住まいの問題１ 環境問題 
小テスト② ※WebClass で配信します。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段から住まいをよ
く観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 13 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② ストックを活用した住宅（予
定：古⺠家再⽣事例など） 
小レポート②課題提示「住まいのストック活用につい
て」（提出：第 15 回授業時） 
※WebClass で配信します。 

予習：事前に第８回から第 12 回目までの授
業内容の復習をし、小テスト②を見直してお
いてください。。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 最近の住まいから 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段から住まいをよ
く観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 

まとめ 
小レポート②提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。   
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2203-
Y01 

2.科目名 建築一般構造（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
 この授業では主に木構造についての基礎知識を学ぶ。 建築の安全性の基礎となる建築構
造の分類、特徴、構法などについての基礎知識を学ぶ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。  
          
本科目の学習目標は  
①基礎的な力学と力の流れ方が理解し説明できる。  
②二級建築士試験の構造科目の内容が理解し説明できる。 

19.教科書・教材 『図説 やさいし建築一般構造』 今村仁美・田中美都 学芸出版社 
20.参考文献 『構造用教材』 日本建築学会編著 日本建築学会 

21.成績評価 

この授業の評価方法は  
中間テスト 30 点（学習目標の①基礎的な力学と力の流れ方が理解し説明できる。に対
応） と  
構造模型製作 70 点（学習目標の②二級建築士試験の構造科目の内容が理解し説明でき
る。に対応） 
 

22.コメント ⽣活の中の力と構造を感じるように身近な周囲の環境をよく観察すること。 授業の後半で
は構造模型を製作し建物の構造を理解する。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 力の伝わり方 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 2 回】 かたちと強さ、力の種類、釣り合い、 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 3 回】 建物にはたらく力 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 4 回】 木構造 基礎知識 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 5 回】 在来工法 基礎 事業 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 

【第 6 回】 在来工法 耐力壁 小屋組み 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の予習 



【第 7 回】 壁量計算 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：模型用カッターナイフとカッティング
マットの用意 

【第 8 回】 木造軸組み在来工法の模型製作 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の制作範囲の予習 

【第 9 回】 基礎の模型制作 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の制作範囲の予習 

【第 10 回】 土台の模型制作 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の制作範囲の予習 

【第 11 回】 柱の模型制作 復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の制作範囲の予習 

【第 12 回】 小屋組みの模型制作 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の制作範囲の予習 

【第 13 回】 根太垂木他の模型制作 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の制作範囲の予習 

【第 14 回】 軸組模型全体の調整 
復習：今回の復習 及び授業ノートの整理    
予習：次回の制作範囲の予習 

【第 15 回】 まとめ 軸組構造模型講評会  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2207-
Y01 

2.科目名 設計製図基礎（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 製図室の収容定員より 最大４５名までとします。 
17.授業の目的と概要 建築設計図を作成するための製図の基礎的な技術を習得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。           
本科目の学習目標は  
①建築士・インテリアコーディネーター試験のうち製図分野の基本的技術を習得する。  
②図面の意味と役割を理解することが出来る。  
③図面のルールを理解し、簡単な図面を描くことが出来る。 

19.教科書・教材 
『建築ドリル』 空間表現の基礎を学ぶ 
建築ドリル編集委員会 編  学芸出版社 

20.参考文献  

21.成績評価 

評価と配点は以下のとおりです。  
第１回から 7 回の作図製図の評価 50 点 （学習目標の①建築士・インテリアコーディネ
ーター試験のうち製図分野の基本的技術を習得する。に対応）  
第 8 回から 15 回の製図の評価 50 点（学習目標の②図面の意味と役割を理解することが出
来る。③図面のルールを理解し、簡単な図面を描くことが出来る。 に対応） 

22.コメント 
製図は時間がかかるものです。講義時間外での製図作業が必要であることを理解した上で取
り組んでください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
はじめに 図面の役割 基礎技術の説明 縮尺の説明 
線の練習 

復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：製図用具の用意 

【第 2 回】 平面図１ 平面図２ 
復習：今回の復習 及び平面図の作図       
予習：次回の予習 

【第 3 回】 断面図 ⽴面図 
復習：今回の復習 及び⽴面図の作図      
予習：次回の予習 

【第 4 回】 配置図 周辺断面図 復習：今回の復習 及び配置図の作図      
予習：次回の予習 

【第 5 回】 階段 壁 解説 
復習：今回の復習 及び階段図作図の作図    
予習：次回の予習 

【第 6 回】 アクソメとアイソメ 内部空間 
復習：今回の復習 及び⽴体表現作図      
予習：次回の予習 

【第 7 回】 パースの基礎 一点透視図 復習：今回の復習 及びパースの描き方の理



解    
予習：次回の予習 

【第 8 回】 二点透視図 解説 
復習：今回の復習 及び二点パース描き方の
理解    
予習：次回の予習 

【第 9 回】 ヴォイドとマッス 内部と外部 光と陰影 
復習：今回の復習 及び陰影の描き方の理解   
予習：次回の予習 

【第 10 回】 名建築に学ぶ 住吉の⻑屋 平面図 トレース 
復習：今回の復習 及び作品内容の理解     
予習：作図内容の準備 

【第 11 回】 名建築に学ぶ 住吉の⻑屋 断面図 トレース 復習：今回の復習 及び作品内容の理解     
予習：次回の予習 

【第 12 回】 
名建築に学ぶ 住吉の⻑屋 光と陰影 平面図と断面
図 

復習：今回の復習 及び不足図面の完成     
予習：前川國男についての予習 

【第 13 回】 名建築に学ぶ 前川國男自邸 平面図 
復習：今回の復習 及び作品内容の理解     
予習：次回の予習 

【第 14 回】 名建築に学ぶ 前川國男自邸 断面図 
復習：今回の復習 及び不足図面の完成      
予習：次回の講評会用意 

【第 15 回】 図面講評会  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2209-
Y01 

2.科目名 ＣＡＤ（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻘山有希 

5.授業科目の区分 

専門科目/建築設計監理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 良好な学習環境を確保するために履修者数を最大 15 名とします。15 名を超えた場合は抽選
を行います。 

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、基本的な建築図面を理解し、コンピュータ（CAD ソフト）を用いて
建築製図を行うための基本的な技術を習得すること、及びその技術を用いて、簡単な設計を
行い、コンセプトを具現化できる力を身に付けることを目的とします。 
【概要】具体的には、前半では Jw̲cad を用いて、テキストに沿って、木造住宅の建築図面
を作成しながら基本的な操作を身につけます。 
後半では、Jw̲cad と SketchUp を用いて、基本的な寸法感覚を養いながら、3D 作図の基本
的な操作を身に付け、コンセプトを作成して簡単な家具を設 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の「S3．新たな文化創造のための豊かな
感性を涵養し、社会発展に貢献する力。」 の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①2D CAD ソフトの基本的な操作を理解し、作図ができる。 
②2D CAD ソフトを用いて、平面図、⽴面図、断面図、屋根伏図などの建築図面の作図がで
きる。 
③3D CAD ソフトの基本的な操作を理解し、作図ができる。 
④コンセプトを作成し、2D・3DＣAD ソフトを用いて、コンセプトを具現化し、プレゼンテ
ーションができる。 
⑤自分の作品をプレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材 櫻井良明著『高校⽣から始める Jw̲cad 建築製図入門[Jw̲cad8 対応版]』株式会社エクスナ
レッジ(2017) 

20.参考文献 適宜資料を配布します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
・課題 1：Jw̲cad による簡単な図形の作成・・・小計 6 点 [学習目標①対応] 
    課題 1-1（基礎練習）・・・3 点 
    課題 1-2（基礎練習）・・・3 点 
・課題 2：Jw̲cad による木造住宅の建築図面作成・・・小計 38 点 [学習目標②に対応] 
    課題 2-1〜課題 2-7（テキストの作図）・・・各 4 点 
    プラス課題（テキストの作図）・・・10 点 
・課題 3：簡単な 3D 図形の作成・・・小計 10 点 [学習目標③に対応] 
    課題 3-1（3D 図形の基本） 

22.コメント 
・毎回段階を踏んで課題に取り組みますので、課題を提出しないと次の課題に取り組むこと
ができません。また、すべての課題が連続していますので、部分的に取り組むことはできま



せん。 
・欠席した場合も、次の授業までに課題を完成させて提出しておいてください。 
・質問はオフィスアワー以外でも、必要に応じて、メールや WebClass に設置した質問箱、
Teams の会議などでできる限り対応します。 
・最初の時間に PC の設定等行いますので、履修希望の人は出席するようにしてください。 
・遠隔対応、自宅学習のために、WindowsPC を所有していることが必要です。（ソフトウ
エアが Mac に非対応であるため） 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応をします。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・「講義の概要説明」 
・「Jw̲cad について」 
・「OneDrive に作業フォルダの作成」 
・「Jw̲cad のインストール」 
・実習「基本的な作図練習(1)」（教科書 pp.13〜52）
（課題 1-1） 

提出物：課題 1-1 を WebClass で提出。提
出期限は第 2 回授業の 2 日前 
復習：自宅 PC の OneDrive 等設定  
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理
解する 
Windows ノート PC 持参（可能な人） 

【第 2 回】 
・「SketchUp のインストール」 
・実習「基本的な作図の練習(2)ー文字、寸法」（資料
配布、教科書 pp.53〜72）（課題 1-2） 

提出物：課題 1-2 を WebClass で提出。提
出期限は第 3 回授業の 2 日前 
復習：今回の内容を再度作図 
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理
解する 
Windows ノート PC 持参（可能な人） 

【第 3 回】 
・「レイヤについて」 
・実習「製図の準備」（教科書 pp.79〜96）（課題 2-
1） 

提出物：課題 2-1 を WebClass で提出。提
出期限は第 4 回授業の 2 日前 
復習：レイヤについて、教科書を読み直す 
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理
解する 

【第 4 回】 
・実習「配置図兼平面図の作図(1)-基準線、柱、開口
部」（教科書 pp.97〜111）（課題 2-2） 

提出物：課題 2-2 を WebClass で提出。提
出期限は第 5 回授業の 2 日前 
復習：今回の内容を再度作図 
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理
解する 

【第 5 回】 ・実習「配置図兼平面図の作図(2)-開口部、壁、姿
線」（教科書 pp.112〜131）（課題 2-3） 

提出物：課題 2-3 を WebClass で提出。提
出期限は第 6 回授業の 2 日前 
復習：今回の教科書の範囲を読み直して、作
業の意味を理解する。 
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理
解する 

【第 6 回】 ・実習「配置図兼平面図の作図(3)-文字、敷地」（教
科書 pp.132〜144） （課題 2-4） 

提出物：課題 2-4 を WebClass で提出。提
出期限は第 7 回授業の 2 日前 
復習：今回の教科書の範囲を読み直して、作
業の意味を理解する。 
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理
解する 

【第 7 回】 

・実習「配置図兼平面図の作図(4)-寸法、記号」（教
科書 pp.145〜154）  
・実習「屋根伏図の作図」（教科書 pp.154〜174）
（課題 2-5） 

提出物：課題 2-5 を WebClass で提出。提
出期限は第 8 回授業の 2 日前 
復習：今回の教科書の範囲を読み直して、作
業の意味を理解する。 
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理



解する 

【第 8 回】 ・実習「断面図の作図(1)-準備、基準線、記号」（教
科書 pp.175〜185） （課題 2-6） 

提出物：課題 2-6 を WebClass で提出。提
出期限は第 9 回授業の 2 日前 
復習：今回の教科書の範囲を読み直して、作
業の意味を理解する。 
予習：家具について書籍等で調べる 

【第 9 回】 

・「家具の基礎知識」 
・「課題 4-1（レポート）の説明」（課題 4-1） 
・「課題 4-2（レポート）の説明」（課題 4-2） 
・実習「見本テーブル 3 面図の作成」（課題 4-3） 

提出物：課題 4-1、課題 4-2、課題 4-3 を
WebClass で提出。提出期限は第 11 回授業
の 2 日前 
復習：家具に関する書籍等を読む。 
予習：次回の教科書の範囲を読んで内容を理
解する 

【第 10 回】 

・実習「断面図の作図(2)-断面線、外形線、姿線（教
科書 pp.186〜203」）（課題 2-7） 
（余力のある人はプラス課題として、教科書 p.234
までできるだけ進める）(プラス課題） 

提出物：課題 2-7 を WebClass で提出。提
出期限は第 11 回授業の 2 日前 
余力のある人はプラス課題を WebClass と
メールで提出。提出期限は第 15 回授業の 2
日前 
復習：今回の教科書の範囲を読み直して、作
業の意味を理解する。 
予習：自分の設計した家具の 3 面図につい
て検討する 
 

【第 11 回】 

・「SketchUp について」 
・「プラグインのインストール」 
・実習「基本的な 3D 図形の作成練習」（課題 3-1） 
・実習「見本テーブルの 3D 図形の作成」（課題 3-
2） 
・実習「見本テーブルプレゼンテーションシート作
成」（課題 3-3） 

提出物：課題 3-1、課題 3-2、課題 3-3 を
WebClass で提出。提出期限は第 12 回授業
の 2 日前 
復習：家具の 3D 図形練習をもう一度作図す
る。 
予習：自分の設計した家具の 3 面図の作図
を始める。 
イヤホンを持参する 

【第 12 回】 ・実習「設計した家具の設計ー家具３面図の作成
（Jw̲cad）」（課題 4-4） 

提出物：課題 4-4 を WebClass で提出。提
出期限は第 13 回授業の 2 日前 
復習：課題 4-4 を再検討し、充実させる 
予習：家具の 3D 図形の作図方法を検討する 

【第 13 回】 
・実習「設計した家具の設計ー家具の３D 図形の作成
（SketchUp）」（課題 4-5） 

提出物：課題 4-5 を WebClass で提出。提
出期限は第 14 回授業の 2 日前 
復習：課題 4-5 を再検討し、案を充実させ
る 
予習：家具のプレゼンテーションを考える 

【第 14 回】 
・実習「設計した家具のプレゼンテーション図面の作
成」（課題 4-6） 

提出物：課題 4-6 を WebClass で提出。提
出期限は第 15 回授業の 2 日前 
復習：課題 4-6 を再検討し、充実させる 
予習：プレゼンテーションの練習 

【第 15 回】 
・実習「自分の設計した家具のプレゼンテーション」
（課題 4-7） 

提出物：再検討した課題を WebClass とメ
ールで提出。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2303-
Y01 

2.科目名 建築・インテリア法規 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
建築の専門家として必要な法規について、 その体系と各種基準を学びます。 
【概要】 
授業は講義形式ですすめ、授業内容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラーニング
としてフィールドワークを行います。建築基準法とその関係法規の基本的知識の習得のた
め、下の内容の講義を行います。具体的には法文の読み方や各種規制項目の関連性などを学
びます。また、法の基準だけではなく法の目的を理解し、ひいては建築技術者としての社会
的責任を理解し、技術者倫理を育成することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S1「修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力」の学修に関連しています。 
①都市計画法および建築基準法の集団規定について基礎的な内容を理解し説明できる。  
② 建築基準法の単体規定について基礎的な内容を理解し説明できる。 
③ 建築士法、バリアフリー法などのその他の関連法規について基礎的な内容を理解し説明
できる。 

19.教科書・教材 
『はじめて学ぶ建築法規 最新版』ビューローベリタスジャパン株式会社建築認証事業本部 
監修 大野敏資・本多徹 著 株式会社エクスナレッジ 

20.参考文献 
『基本建築関係法令集』(井上書院) などの建築基準法と同法施行令の掲載された冊子 
その他、二級建築士試験問題集など 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小レポート① 15％ [学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート② 15％ [学習目標①に対応] 
課題 3：小レポート③ 15％ [学習目標①②に対応] 
課題 4：小レポート④ 15％ [学習目標②に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り] 
※全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行なうので、案内 (授業時や WebClass) に注意してくださ
い。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で出席してください。 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 建築基準法の概要、総則、建築基準法の都市計画関連 予習：事前に教科書の p.6-p.18 を読んで授



規定（道路規定） 業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 建築基準法の都市計画関連規定（用途地域） 

予習：事前に教科書の p.19-p.20 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク① 道路と用途地域（大学周辺） 
小レポート①課題提示「大学周辺の建築法規 道路と
用途地域」 
※Web Class で配信します。（提出締切：第 5 回授業
まで） 

予習：普段から身近な建築・インテリアに法
律がどのように反映しているか考えてくださ
い。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 4 回】 建築基準法の都市計画関連規定（面積制限） 

予習：事前に教科書の p.21-p.29 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
建築基準法の都市計画関連規定（高さ制限） 
小レポート①提出日 ※Web Class で提出してくださ
い。 

予習：事前に教科書の p.29-p.36 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② 面積と高さ（大学周辺） 
小レポート②課題提示「大学周辺の建築法規 面積と
高さ」 
※Web Class で配信します。（提出締切：第 8 回授業
まで） 

予習：普段から身近な建築・インテリアに法
律がどのように反映しているか考えてくださ
い。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 7 回】 建築基準法の都市計画関連規定（防⽕規定） 

予習：事前に教科書の p.50-p.55 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 
建築基準法の防⽕・避難規定（階段・廊下） 
小レポート②提出日 ※Web Class で提出してくださ
い。 

予習：事前に教科書の p.58-p.63 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク③ 防⽕・避難（大学周辺） 
小レポート③課題提示「大学周辺の建築法規 防⽕・
避難」 
※Web Class で配信します。（提出締切：第 11 回授
業まで） 

予習：普段から身近な建築・インテリアに法
律がどのように反映しているか考えてくださ
い。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 10 回】 
建築基準法の防⽕・避難規定（排煙・非常用照明、内
装制限） 

予習：事前に教科書の p.66-p.70 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 
建築基準法の衛⽣規定（居室の環境） 
小レポート③提出日 ※Web Class で提出してくださ

予習：事前に教科書の p.72-p.78 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 



い。 復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク④ 排煙・非常用照明・内装制限・
居室の環境 
（大学周辺） 
小レポート④課題提示「大学周辺の建築法規 排煙・
非常用照明・内装制限・居室の環境」 
※Web Class で配信します。（提出締切：第 14 回授
業まで） 

予習：普段から身近な建築・インテリアに法
律がどのように反映しているか考えてくださ
い。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートにまとめてください。 

【第 13 回】 建築基準法の一般構造・設備規定 

予習：事前に教科書の p.80-p.97 を読んで授
業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 

建築士法、バリアフリー法、 耐震改修促進法、その
他関連法規 
小レポート④提出日 ※Web Class で提出してくださ
い。 

予習：事前に教科書の p.116-p.126 を読んで
授業のイメージをつかんでください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 
まとめ 
総括演習と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2305-
Y01 

2.科目名 設計製図演習（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山隈直人 

5.授業科目の区分 
専門科目／建築設計の
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件 
二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格 

11.先修条件 設計製図基礎（１）（２）を修得している
こと。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

公共施設の設計を行い、設計図及び模型を製作してプレゼンテーション図面として表現し発
表し、これからの公共環境のあり方を考える。公共施設の平面、断面、⽴面を計画する技術
を習得する。 また、自分のアイディアを形にし、提案を図面や模型で表現してプレゼンテ
ーションする力を身に付ける。 それを通してより良い住まいはどうあるべきかを考える。
「設計製図基礎」で習得した技術を用いて建築の設計製図課題を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の【現代社会学部 共通能力】２．主体的
かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力。及び【現代社会学部 総合社会学科の能力】の S2．
社会や文化について科学的に理解する力。の学修に関連しています。           
本科目の学習目標は  
①建築士・インテリアコーディネーター試験のうち製図分野の技術を習得する。  
②公共建築の設計を経験することが出来る。  
③都市的スケールで建築を考えることが出来る。 

19.教科書・教材 初めての建築設計 ステップバイステップ 川北建雄 花田佳明 三上晴久 倉知徹 水島
あかね 編著 彰国社 

20.参考文献 『第三版 コンパクト設計資料集成』 日本建築学会 丸善 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下のとおりです。  
提出する図面 70 点（学習目標の①建築士・インテリアコーディネーター試験のうち製図
分野の技術を習得する。②公共建築の設計を経験することが出来る。  
③都市的スケールで建築を考えることが出来る。に対応） と 
プレゼンテーション 30 点（学習目標の①建築士・インテリアコーディネーター試験のう
ち製図分野の技術を習得する。に対応） 
 

22.コメント 
授業は演習形式で行い、各自が課題を進める。自分で考えて自分のアイディアを形にするも
のなので、授業の時間外での考える時間や作業時間がとても重要であることを理解して下さ
い。 

23.オフィスアワー 個人研究室：⽕曜昼休み 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ガイダンス オリエンテーション 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：現地調査のための道具の用意 

【第 2 回】 敷地調査 復習：今回の復習 及び調査内容の整理     
予習：敷地模型の材料の用意 

【第 3 回】 敷地模型作成 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：スタディ模型材料等の用意 



【第 4 回】 ヴォリュームスダディ１ 
復習：今回の復習 及び模型の制作       
予習：スタディ模型等の材料の用意 

【第 5 回】 ヴォリュームスダディ２ 
復習：今回の復習 及び模型の制作        
予習：建物機能の予習 

【第 6 回】 建物機能検討 復習：今回の復習 及び 機能の検討               
予習：平面計画の用意 

【第 7 回】 平面計画 
復習：今回の復習 及び平面計画スタディ     
予習：次回の予習 

【第 8 回】 空間構成 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：次回の予習 

【第 9 回】 細部検討 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：最終作図の準備 

【第 10 回】 図面作成 １ 配置図 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：平面図作図の用意 

【第 11 回】 図面作成 ２ 平面図 復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：平面図作図の用意 

【第 12 回】 図面作成 ３ 平面図 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：断面図作図の用意 

【第 13 回】 図面作成 ４ 断面図 
復習：今回の復習 及び図面内容の整理     
予習：⽴面図作図の用意 

【第 14 回】 図面作成 ５ ⽴面図 
復習：今回の復習 及び最終図面内容の整理     
予習：発表内容の用意 

【第 15 回】 作品発表講評会 作品発表 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SA2310-
Y01 

2.科目名 地域環境論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 

専門科目／建築・イン
テリア分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次〜 

10.取得資格の要件 

二級建築士受験資格・イン
テリアプランナー資格・商
業施設士受験資格の指定科
目 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
現代社会における地域環境の抱える課題を把握し、より良い地域環境を形成して持続発展す
るために、特に地域環境デザインの視点から、都市緑化・環境建築・地域景観などについて
の基礎を学びます。 
【概要】 
授業は講義形式とし、スライドと視聴覚メディア（DVD 等）を活用しながら進め、授業内
容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行いま
す。フィールドワークは都市緑化や環境建築、都市景観などのまちづくり事例の見学と講義
を行い、そこでわかったことを各自小レポートにまとめてくださ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の S3「新たな文化創造のための豊かな感
性を涵養し、社会発展に貢献する力」の学修に関連しています。 
① 都市緑化のまちづくりについて理解し説明できる。 
② 環境建築の目的と手法について理解し説明できる。 
③ 景観まちづくりや景観重要建造物について理解し説明できる。 
④ 住環境計画について理解し説明できる。 

19.教科書・教材 授業時にプリントを配付します。 
※Web Class で配信します。 

20.参考文献 『地域環境デザインと継承』 日本建築学会編 彰国社 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
課題 1：小レポート① 15％ [学習目標①に対応] 
課題 2：小レポート② 15％ [学習目標②に対応] 
課題 3：小レポート③ 15％ [学習目標③に対応] 
課題 4：小レポート④ 15％ [学習目標④に対応] 
課題 5：総括試験 40％ [総括・振り返り]  
※原則として全ての課題で可以上の評価となることが単位認定の前提となります。 

22.コメント 
授業の中でフィールドワークを行うので、案内（授業時や WebClass など）に注意してくだ
さい。なお、事情により日時・場所などを変更する場合があります。フィールドワークの時
は、歩きやすい靴と服装で参加してください。 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 地域環境とは、都市環境と緑化 基礎 予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー



ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 2 回】 都市環境と緑化 事例研究 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 3 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク① 都市緑化（予定：神⼾の花と緑
のまちづくりなど） 
小レポート①課題提示「神⼾の花と緑のまちづくり」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 5 回授業
時まで） 

予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌
などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートをまとめてください。 

【第 4 回】 地域環境と環境建築 基礎 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 5 回】 
地域環境と環境建築 事例研究 
小レポート①提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 6 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク② 環境建築（予定：神⼾税関本関
など） 
小レポート②課題提示「神⼾の環境建築」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 8 回授業
時まで） 

予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌
などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートをまとめてください。 

【第 7 回】 地域環境と景観 基礎 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 8 回】 
地域環境と景観 事例研究 
小レポート②提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 9 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク③ 都市景観（予定：神⼾・阪神間
の景観まちづくりなど） 
小レポート③課題提示「神⼾・阪神間の景観まちづく
り」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 11 回授業
時まで） 

予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌
などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートをまとめてください。 



【第 10 回】 地域環境と歴史文化遺産を活かしたまちづくり 基礎 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 11 回】 

地域環境と歴史文化遺産を活かしたまちづくり 事例
研究 
小レポート③提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 12 回】 

【アクティブ・ラーニング】 
フィールドワーク④ 歴史文化遺産を活かしたまちづ
くり（予定：神⼾市北区など） 
小レポート④課題提示「歴史文化遺産を活かしたまち
づくり」 
※WebClass で配信します。（提出締切：第 14 回授業
時まで） 

予習：普段から身近なまちや建築、建築雑誌
などに興味を持ち、情報収集しておいてくだ
さい。 
復習：フィールドワークを振り返り、小レポ
ートをまとめてください。 

【第 13 回】 地域環境と環境共⽣型住宅 基礎 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 14 回】 
地域環境と環境共⽣型住宅 事例研究 
小レポート④提出日 ※WebClass で提出してくださ
い。 

予習：事前に授業資料を読んで授業のイメー
ジをつかんでください。普段からまちや建築
を観察してください。 
復習：授業内容の復習とノート整理をしてく
ださい。 

【第 15 回】 
まとめ 
総括試験と振り返り 

予習：授業全体の内容の見直しをしてくださ
い。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2101-
Y01 

2.科目名 ⽣活と経済 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伏木真理子 

5.授業科目の区分 

専門科目／キャリアマ
ネジメント・⽣活経済
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科 
観光学科 

9.履修学年 2 年⽣〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
受講者数は 50 名程度を上限とし、3 年⽣以上は優先的に受講を認めるが、2 年⽣に関しては
抽選にて受講⽣を決定する場合もある。そのため、初回の授業より必ず出席のこと。 

17.授業の目的と概要 

【目的】私たちはお金で商品やサービスを買って⽣活しているが当たり前と思っているこの
仕組みはどのようにしてできて来たのだろうか。そもそもお金とは何だろう。様々なものに
マニュアル（取扱説明書）がついているが、振り返ればお金にはマニュアルがついていな
い。この授業ではこれらの素朴な疑問からスタートし、現代社会における種々の問題につい
て基礎的な経済学の理論にも触れながら概説する。またその使い方によっては人を幸福にも
不幸にもするお金の、言わばマニュアルに当たる、お金の管理・運用等についても習得す
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP（ディプロマ・ポリシー）対応：1 自律性、2 社会的貢献性、4 問題発見・解決力、 
                  5 コミュニケーションスキル                                                                                                                             
①経済の基本的問題、経済社会におけるモノとお金の循環、経済的投票等について説明でき
る。                                                                                                
②自らのライフプラン（人⽣・⽣活設計）に基づき、⽣活資源の管理・運用ができる。                                                
③お金にかかわる計算、利息（単利・複利）の計算等ができる。                                                                      
④株式学習ゲームを通して、チーム活動に参加し協調できる。 

19.教科書・教材 特になし。適宜、プリント等の資料を配付。 

20.参考文献 

・金融商品なんでも百科 
{https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/hyakka/} 
（金融広報中央委員会編・伊藤宏一監修 『金融商品なんでも百科＜平成 27・28 年用＞』 
 金融広報中央委員会 2015 年） 
・中谷巌著 『痛快！経済学 グローバル・スタンダード』 集英社インターナショナル 
1999 年 

21.成績評価 

１ 総括試験（授業内容の理解度。試験時、持込できるのは電卓のみ。）40％ 
  ［学習目標①、③に対応］ 
２ ライフイベント表・キャッシュフロー表（授業内容の理解度、ライフプランの完成度） 
20％ 
  ［学習目標②、③に対応］ 
３ 小テスト（授業内容の理解度）5％  
  ［学習目標①、③に対応］ 
４ ワークシート（授業内容の理解度、提出回数）15％  
  ［学習目標①、②、③に対応］ 
５ 課題［株式保有状況報告書］（授業内容の理解度、提出回数、コメント・分析内容等）
15％ 



  ［学習目標①、②、③、④に対応 

22.コメント 

・株式学習ゲームを通して、株主として会社の状況や経済社会の情勢などを調べて、毎週の
課題［株式保有状況報告書］を提出（チーム毎に提出）することは、自己管理、ひいては⽣
活資源の管理・運用にもつながるものなので、その点に留意して取り組むこと。 
・株式学習ゲームは、原則 1 チーム 3 名もしくは 5 名とする。但し、状況を考慮して、この
他のチーム編成も可とする。 
・授業時及び総括試験時に「電卓」が必要。「ノートパソコン」もあるほうが望ましい。 

23.オフィスアワー ・授業や課題の内容等で質問がある場合は、授業の前後に受け付ける。 
・E-Mail Address は、授業時に受講⽣へ知らせる。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 オリエンテーション  経済とは お金とは 

予習・シラバスを読み、この授業の目的、目
標を確認。経済という語を辞書などで調べて
おく。復習・配付資料を用い、経済、お金の
役割、機能についてまとめる。 

【第 2 回】 
経済の基本的問題（資源の稀少性、トレード・オフ、
機会費用） 

予習・原始時代から現代までの⽣活を振り返
っておく。   復習・経済の基本的問題に
ついてまとめ、各専門用語を理解する。 

【第 3 回】 
交換経済（社会的分業、特化、余剰⽣産物、市場）、
貨幣経済 

予習・経済社会がどのように変わってきたか
を考えておく。復習・経済社会の変遷をまと
め、各専門用語を理解する。 

【第 4 回】 
市場経済と計画経済、市場経済社会における消費者の
役割、経済的投票 

予習・世界各国の経済体制を、図書館やイン
ターネットなどで調べておく。復習・経済の
基本的問題に対する各経済体制の答えの出し
方についてまとめ、各専門用語を理解する。 

【第 5 回】 お金の使い方、意志決定のプロセス 

予習・自分のお金の使い方について振り返っ
ておく。復習・お金の使い方、また意思決定
過程についてまとめ、理解する。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。 

【第 6 回】 お金を稼ぐ、収入・所得（職業選択、⽣涯所得等） 

予習・お金を稼ぐの項を読んでおく。身近な
人の職業や働き方について振り返っておく。
復習・様々な職業と所得、また働き方につい
てまとめ、自らの職業選択や働き方について
考える。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。 

【第 7 回】 お金を貯める・増やす、貯蓄 

・電卓持参 
予習・貯蓄の項を読んでおく。復習・貯蓄に
ついてまとめ、理解する。単利、複利の計算
方法を確認し、各種条件に従って計算する。
電卓の機能を理解する。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。 

【第 8 回】 

お金を貯める・増やす、投資（国債、債券、株式、投
資信託等。） 
※株式学習ゲーム［アクティブ・ラーニング（グルー
プワーク）］ 

・電卓持参（あればノートパソコンも持
参。） 
予習・投資の項を読んでおく。関心のある株
式会社について新聞やインターネットなどで



調べておく。復習・投資に関わる金融商品に
ついてまとめ、理解する。・株式学習ゲーム
の要領を理解し、チームで話し合ってゲーム
に参加する。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。 

【第 9 回】 
お金を借りる、住宅ローン等 
※株式学習ゲーム［アクティブ・ラーニング（グルー
プワーク）］ 

・電卓持参 
予習・お金を借りるの項を読んでおく。復
習・住宅ローンなどお金を借りた場合の返済
方法ついてまとめ、理解する。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。・株式学習ゲーム上の保有状
況や資産状況等を調べて記録し、各チーム毎
に株式保有状況報告書を提出すること。 

【第 10 回】 

お金のトラブル回避、種々の決済方法（現金、プリペ
イドカード、クレジットカード、デビットカード、電
子マネー等） 
※株式学習ゲーム［アクティブ・ラーニング（グルー
プワーク）］ 

予習・決済方法の項を読み、自分が使ってい
るお金の支払い方法について振り返ってお
く。復習・様々な決済方法、またお金のトラ
ブル回避についてまとめ、理解する。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。・株式学習ゲーム上の保有状
況や資産状況等を調べて記録し、各チーム毎
に株式保有状況報告書を提出すること。 

【第 11 回】 
税金と社会保険 
※株式学習ゲーム［アクティブ・ラーニング（グルー
プワーク）］ 

・電卓持参 
予習・税金、社会保険の項を読み、図書館や
新聞、インターネットなどで、税金、社会保
険について調べておく。復習・税金、社会保
険の種類、特徴についてまとめ、理解する。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。・株式学習ゲーム上の保有状
況や資産状況等を調べて記録し、各チーム毎
に株式保有状況報告書を提出すること。 

【第 12 回】 

⽣活のリスクに備える、保険（⽣命保険、医療保険、
⽕災保険、自動車保険等） 
※株式学習ゲーム［アクティブ・ラーニング（グルー
プワーク）］ 

・電卓持参 
予習・⽣活のリスクに備えるの項を読み、⽣
活上で起こってほしくない事例について考え
ておく。復習・リスクマネジメント、各種保
険（⽣命保険、医療保険、⽕災保険、自動車
保険等）についてまとめ、理解する。 
・授業終了時に各自、指示したワークシート
を提出のこと。・株式学習ゲーム上の保有状
況や資産状況等を調べて記録し、各チーム毎
に株式保有状況報告書を提出すること。 

【第 13 回】 

個人の価値観、経済的目標に基づいた主体的な人⽣・
⽣活設計（ライフプラン） 
※株式学習ゲーム［アクティブ・ラーニング（グルー
プワーク）］ 

・電卓持参（あればノートパソコンも持
参。） 
予習・予めライフプランシートを配付するの
で、指示された各項目を記入し授業に持参す
る。復習・各自の価値観、経済的目標に基づ
いた人⽣・⽣活設計（ライフプランニング・
ファイナンシャルプランニング）を行う。 



・各自「ライフイベント表・キャッシュフロ
ー表」を提出すること。・株式学習ゲーム上
の保有状況や資産状況等を調べて記録し、各
チーム毎に株式保有状況報告書を提出するこ
と。 

【第 14 回】 株式学習ゲームについての発表（プレゼンテーショ
ン） 

予習・各チームで株式学習ゲームについて、
結果分析、考察など発表できるように準備を
する。復習・自分のチームの発表の良かった
点、悪かった点を振り返る。また、他のチー
ムの発表についても振り返り、良い点は見習
い、今後に⽣かす。 

【第 15 回】 総括試験 
・総括試験には電卓を持参のこと。 
・この授業全体を振り返り、総括試験に備え
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2206-
Y01 

2.科目名 マーケティング論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上瀬昭司 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、マーケティングが世の中でどのような役割を果たしているのか、そしてマー
ケティングをうまくやるために理論がどのように役⽴つのかを学びます。そのようなことを
学ぶことは、さらに深くマーケティングを学ぶきっかけとなり、うまくマーケティングを行
うための手がかりを得ることになるはずです。 
【概要】 
１回の授業で、テキストの１章分を進みます。初回は 2 つの章を進み、第 15 回に総括試験
を行います。 
授業の最初に、各回のテーマに沿った企業のマーケティング活動（事例）を説明しながら、
そのマーケティングを 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプローマ・ポリシー）の(1)自律性(2)問題発見・解決力、の
学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①マーケティングについての基本的概念を理解できる。 
②新聞報道等で目にした企業のマーケティング行動について、理論的に整理できる。 
③企業のマーケティング行動について自分の考えを論理的に組み⽴て、他人に説明できる。 

19.教科書・教材 石井淳蔵・廣田章光・清水信年編著『１からのマーケティング〈第４版〉』2020 年、碩学舎 

20.参考文献 
授業で使用した資料については、授業中に適宜指示する。 
テキストの各章末に「参考文献」と「次に読んで欲しい本」が掲載されているので、授業内
容に興味を持ち、もっと深く学びたいと思う学⽣は、それらの文献に当たってほしい。 

21.成績評価 

成績評価の方法と配点は以下の通りです。 
・ディスカッションへの参加 ・・・30 点 〔学習目標③に対応〕 
・レポート           ・・・30 点 〔学習目標②に対応〕 
・総括試験          ・・・40 点 〔学習目標①に対応〕 
 

22.コメント 

ディスカッションのテーマについては、以下のことに注意して、あらかじめ自分の意見をま
とめておくとよい。 
ディスカッションのテーマは、当該章の内容に沿ったものであることに注意すると、的外れ
な発言をすることがない。 
あらかじめ考えてきた意見であっても、先に述べた人とまったく同じものならば、述べては
いけない。似たような意見の場合は、違いを明らかにすることで、別の意見とみなされる。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

マーケティング発想の経営 
・アサヒビールのスーパードライ開発のケースを通し
て、マーケティング発想の第一は、消費者志向である
ことを理解する。 

テキスト第 1 章および第２章についてあら
かじめ読んでおき、ディスカッションのテー
マについて自分なりの考えをまとめておく。 



・４分の１インチのドリルのケースを通して、消費者
の本当のニーズは製品そのものではなく製品が果たす
機能にあることを理解する。 
・ハーレーダビッドソンとコカ・コーラ「ニューコー
ク」のケースを通して、消費者が本当に欲しいものは
何かについて考える。 
テキスト第１章 
ディスカッションのテーマ 
・幾つかの製品を取り上げ、その製品が果たす機能と
その製品を購入する目的について考えて 

第２回 

マーケティングの基本概念 
・サントリー食品の「クラフトボス」のケースを通じ
て、マーケティングの基本概念（STP と４P）につい
て学ぶ。 
テキスト第３章 
ディスカッションのテーマ 
・特定の製品市場を想定し、そこがどのようなセグメ
ントに分けられるのか、考えてみよう。 
・それらの製品市場における幾つかの具体的な製品を
取り上げて、それぞれで組み合わされている４P の共
通点や相違点について、考えてみよう。 
・それらの製品が４P の統合として何を目指している
と思われるか、考えてみよう。 

テキスト第３章をあらかじめ読んでおく 

第３回 

製品のマネジメント 
・日清食品の「カレーメシ」の開発のケースを通し
て、マーケティングの４P の１つである製品のマネジ
メントについて学ぶ。 
テキストの第４章 
ディスカッションのテーマ 
・特定の製品の製品コンセプトについて調べてみよ
う。 
・カップ飯のライン拡張の方向について考えてみよ
う。 
・特定の製品のヒットの理由について、製品のマネい
面との観点から考えてみよう。 

テキスト第 4 章をあらかじめ読んでおく 

第４回 

価格のマネジメント 
・明治 ザ・チョコレートのケースを通じて、価格設
定のマネジメントにおいて、需要とその価格弾力性、
代替品（競合製品）との関係性、マーケティング・ミ
ックスとの一貫性を考慮しなければならないことを学
ぶ。 
テキスト第５章 
ディスカッションのテーマ 
・競合製品よりも高い価格設定を行った高付加価値の
ヒット商品の事例を見つけ、どうしてそのような価格
設定が妥当であるのかを「需要」と「競合製品」との
関係から考える。 
・バンドリング製品の具体的な事例を見つけ、どのよ

テキスト第 5 章をあらかじめ読んでおく 



うな価格設定がなされているのか、売手に 

第５回 

広告のマネジメント 
ファブリーズの事例を通して広告表現における３つの
対応（消費者対応、競争対応、ブランド対応）、そし
て、プロモーション・ミックスの中で広告の役割と他
との連携、さらには、広告媒体それぞれの特性とその
組み合わせに 6 ついて学ぶ。 
テキスト第６章 
ディスカッションのテーマ 
・今現在、携帯電話事業に参入しているすべての企業
の主要な製品を挙げ、それらの具体的な広告表現の要
素（ヘッドライン、キャッチコピー、タレント）を比
較し、それぞれの広告マネジメント（消費者対応、競
争対応、ブランド対応）を考えてみよ 

テキスト第 6 章をあらかじめ読んでおく 
※レポート課題を出します。提出は３週間後
のこの授業の前日までに、UNIVERSAL 
PASSPORT 上にアップすること。 

第６回 

チャネルのマネジメント 
・資⽣堂が創り上げてきたチャネル別ブランド戦略を
取り上げ、チャネル・マネジメント（チャネル選択と
チャネル管理）という内容を中心に学ぶ。 
テキスト第７章 
ディスカッションのテーマ 
・アネッサの主なチャネルとして、ドラッグストアを
選択した理由を考えてみよう。 
・化粧品メーカーは、大きく精度品メーカーと一般品
メーカーと訪販品メーカーに分けられる。チャネルの
違いを中心に両者の違いを考えてみよう。 
・インターネットやスマートフォンなどの活用が当た
り前となった現代における、化粧品メーカーのチ 

テキスト第 7 章をあらかじめ読んでおく 

第７回 

サプライチェーンのマネジメント 
・赤城乳業の事例を手がかりに、マーケティングと
SCM のかかわりを学ぶ。 
テキスト第８章 
ディスカッションのテーマ 
・企業が在庫を削減することのメリットとデメリット
を整理してみよう。その上で、企業が SCM を導入す
ると、どのような効果が出るのかを考えてみよう。 
・SCM を導入している企業であっても、欠品を起こ
したり、製品を販売中止にしたりすることがある。ど
ういう原因でそうなるのかを考えてみよう。 

テキスト第 8 章をあらかじめ読んでおく 

第８回 

営業のマネジメント 
・サントリーのウイスキー事業の事例を取り上げ、営
業部門がどのようにして人気商品を支えているのかを
学ぶ。 
テキスト第９章 
ディスカッションのテーマ 
・サントリーのウイスキー事業と同じように、製品ジ
ャンルそのものを普及させなければならないような製
品ジャンルを挙げてみよう。 
・上記で挙げた業界では、どんな営業活動が必要か考

テキスト第 9 章をあらかじめ読んでおく 



えてみよう。 
※３週間前に出したレポートの内容について幾人かに
報告してもらう。 

第９回 

顧客関係のマネジメント 
・アウトドアブランド「スノーピーク」の事例を通し
て、この企業と顧客との良好な関係づくりについて学
ぶ。 
テキスト第 10 章 
ディスカッションのテーマ 
・１回ごとの交換を中心とした取引と、継続的な関係
の構築を中心とした取引の具体例を挙げ、それぞれに
どのような特徴があるか考えてみよう。 
・顧客をロイヤルカスタマーにするための取り組みに
ついて具体例を挙げてみよう。 
・顧客との価値共創について、顧客が商品を使うこと
で新しい価値を創り出す事例と、顧客参加型の商品開
発で新しい価値を創り出す事例を 

テキスト第 10 章をあらかじめ読んでおく 

第 10 回 

ビジネスモデルのマネジメント 
・谷田の製品開発の事例を通して、このビジネスモデ
ルについて考える。 
テキスト第 11 章 
ディスカッションのテーマ 
・ヒット商品を出しながら、最近はあまり業績がよく
ない企業を一つ取り上げ、その原因を調べよう。 
・何か一つ、製品とサービスを組み合わせたビジネス
モデルの例を挙げてみよう。 
・ビジネスモデルを考えるとき、消費者向け
（BtoC）と企業向け（CtoC）で異なる点は何かを考
えてみよう。 

テキスト第 11 章をあらかじめ読んでおく 

第 11 回 

顧客理解のマネジメント 
マツダの CX シリーズの事例を通して、企業の多岐に
わたる顧客理解の手法とそれらのよう点について学
ぶ。 
テキスト第 12 章 
ディスカッションのテーマ 
・商品の改善点をグループにアンケートを取りまとめ
るのと、インタビューを通じて意見を聴くのとでは、
得られるデータにどういった違いがあるのだろうか。
比較して違いをまとめて見よう。 
・徹底した顧客理解を元に開発されたと思われる商品
を挙げてみよう。その商品が顧客を理解していると実
感できるのは、一体どの部分だろうか。 

テキスト第 12 章をあらかじめ読んでおく 

第 12 回 

ブランド構築のマネジメント 
・キットカットの事例を通して、ブランド構築のマネ
ジメントについて学ぶ。 
テキスト第 13 章 
ディスカッションのテーマ 
・ブランドの機能や効能について考えてみよう。 

テキスト第 13 章をあらかじめ読んでおく 



・特定の商品のブランド連想イメージを考えてみよ
う。 
・ブランドの連想イメージと企業によるコミュニケー
ション活動の関係について考えてみよう。 

第 13 回 

ブランド組織のマネジメント 
コカ・コーラの事例を通して、ブランドを成⻑させる
ための組織の仕組みについて、ブランド・ポジショニ
ング、ブランド拡張の観点から考える。 
テキスト第 14 章 
ディスカッションのテーマ 
・コーラ市場において展開されるブランドにはそれぞ
れあなたのどのような体験が関与し、どのような印象
を持っているのかを考えてみよう。 
・コーラ市場において展開される個々のブランドは、
誰のどのような場面で飲用することをターゲットにし
ているのか。 

テキスト第 14 章をあらかじめ読んでおく 

第 14 回 

社会的責任のマネジメント 
キリン CSV の取り組みから社会的責任のマネジメン
トについて学ぶ。 
テキスト第 15 章 
ディスカッションのテーマ 
・キリンの公式サイトで CSV の取り組みを調べ、
CSR と事業がどのように結びついているのかを考え
てみよう。 
・企業の公共性とはどのような考えか、どのような問
題があるのかを考えてみよう。 
・知っている企業のウェブサイトでベンチャー型
CSR の取り組みが紹介されているかを調べ、取り組
んでいる場合、どのような公共性を保つ工夫をしてい
るのかを考えてみよう。 

テキスト第 15 章をあらかじめ読んでおく 

第 15 回 総括試験 筆記用具以外の持ち込みを禁止する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2207-
Y01 

2.科目名 ファイナンシャルプランニング（１） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 大学卒業後の⻑い人⽣で必ず必要となる､パーソナル・ファイナンスの基礎知識を修得し､
さらに今後の人⽣設計を考えることが目的である｡特にファイナンシャルプランニング（1）
ではライフプランニングと資金計画、年金、人⽣のリスクに備えるための⽣命保険や損害保
険などについて学ぶ。 
 ファイナンシャル・プランニング技能検定３級の試験合格をめざす。 
授業中もファイナンシャル・プランニング技能検定３級の試験問題を解き、試験に向けての
実践力を高めるようにしている。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標は 総合社会学科の DP の「S1.修得した知識技能を通して、現代社会の
諸問題を総合的に理解する力」「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」の学修に
関連している。 
①現在及び卒業後の⻑期の人⽣設計をお金の面から総合的に考え､今後の人⽣設計について
具体的なプランを⽴てることができる。 
②ライフプランニングの基礎知識、年金などの社会保障、保険、金融商品などの⽣活に密着
した知識を理解し、説明できる｡ 
③各国の経済指標や金融政策、個別の金融商品の内容や損益計算、各種金融商品の税制など
を理解し説明できる。 
④上記の１〜３についての、ファイナンシャル・プランニング技能検定３級の試験問題を解
くことができる。 

19.教科書・教材 
一発合格! FP 技能士３級完全攻略テキスト 22-23 年版 前田信弘 ナツメ社 
      2021 年 5 月末頃出版予定 それまではコピーで対応します 

20.参考文献 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」金融庁 

21.成績評価 

第１回〜第８回まで、第 10 回〜第 13 回、第 15 回までの毎週の WEB CLASS での提出課
題の得点：40％ 
第 9 回に確認テスト：第 1 回から第 5 回までのまとめと振り返りの確認テスト 20％ 
                    学習目標①と②と④に対応 
第 14 回に確認テスト： 第 6 回から第 13 回までのまとめと振り返りの確認テスト 40％ 
                    学習目標②と③と④に対応 
   確認テストはファイナンシャル・プランニング 技能検定 3 級の問題と同程度の難易度 
  ※留学⽣の方へ 

22.コメント 

ファイナンシャル・プランニング 技能検定 3 級 の資格取得を目指す 
ファイナンシャル プランニング試験の対象分野は、①ライフプランニングと資金計画 ②
リスク管理 ③金融資産設計 ④タックスプランニング ⑤不動産 ⑥相続・事業継承の 6
分野で 前期に①〜③まで後期に④〜⑥までの分野を学習する。 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜日 3 時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 ファイナンシャルプランニングの資格取得を目指し 【復習】P6-18 



て：資格の説明 
１） ライフプランニングと資金計画 ①ライフプラ
ンニングとはなにか 

【次週の予習】P32-39 
 ※テキストは毎回の授業に持参は必須 
 復習、予習に必要なページが変更になる場
合は授業で説明します 

【第 2 回】 １） ライフプランニングと資金計画 ②医療、 介
護、 年金など、 公的制度のしくみ（１） 

【復習】P32-39 
【次週の予習】P40-45 

【第 3 回】 
１） ライフプランニングと資金計画 ③医療、 介
護、 年金など、 公的制度のしくみ（２） 

【復習】P40-45 
【次週の予習】46-69 

【第 4 回】 １） ライフプランニングと資金計画 ④ライフイベ
ント表作成を通して自分の人⽣を考える 

【復習】P30-69  
   ライフプランニングと資金計画の個所
の全体の復習 
【次週の予習】P75-83 

【第 5 回】 ２） リスク管理 ①⽣命保険の分類､保険料の仕組み
と構成、 商品の基本類型 

【復習】P75-83 
【次週の予習】P84-97 

【第 6 回】 ２） リスク管理 ②⽣命保険と税金 
【復習】P84-97 
【次週の予習】P98-103 

【第 7 回】 
２） リスク管理 ③損害保険の分類､保険料の仕組み
と構成、 商品の基本類型 

【復習】P98-103 
【次週の予習】P104-112 

【第 8 回】 ２） リスク管理 ④損害保険と税金 
【復習】P75-P120 
    リスク管理の個所を全体の復習 
【次週の予習】P30-120 

【第 9 回】 
第 1 回から第 5 回(テキスト第 1 章分)までのまとめと
振り返りの確認テスト（中間テスト） 

【確認テスト範囲】P30-120 
【次週の予習】 P121-131 

【第 10 回】 ３） 金融資産運用設計 ①マーケットの理解 
【復習】P121-131 
【次週の予習】P133-136 

【第 11 回】 ３） 金融資産運用設計 ②各種金融商品の特徴
（１）  利回りの計算 

【復習】P121-131 
【次週の予習】P132-136 

【第 12 回】 ３） 金融資産運用設計 ③各種金融商品の特徴
（２） リスクとリターン・分散投資 

【復習】P132-136 
【次週の予習】P137-P151 

【第 13 回】 
３） 金融資産運用設計 ⑤金融資産運用設計（１）
投資信託 株式投資 

【復習】P137-151 
【次週の予習】P152-161 

【第 14 回】 確認テスト テキスト第２章と第３章が中心 【次週の確認テスト範囲】P30-166 

【第 15 回】 

第 1 回から第 14 回までのまとめ 
  リスクとライフプランニングを考える 
 前回の試験結果をうけ、自分の学びを振り返り、理
解できていなかった個所の課題の再提出 

【確認テスト範囲】P30-166 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2209-
Y01 

2.科目名 中小企業論 (※遠隔 尼崎 C 発信） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 
専門科目 
（実務経験のある教員
による授業） 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 無し（経営学概論の履修済が望ましい） 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
（尼崎 C と神⼾山手 C の合同授業） 
（尼崎は対面、神⼾山手は遠隔授業） 

16.履修制限 無し 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、日本の中小企業の経営をマネジメントの視点から捉えることを目的とします。 
【概要】 
皆さんは「中小企業」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？ 
実は、日本の企業数の 99.7%が中小企業で、66.0%の人が中小企業で働いています。つま
り、中小企業は日本経済にとってとても大きな役割を果たしています。その中小企業の経営
を、経営学（マネジメント）の視点から考えながら学修します。 
・中小企業とは 
・中小企業の環境適応マネジメント 
・中小企業の資源統合マネジメント 
日本の中小企業の概況を理解し 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（４）問題発見・解決
力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
① 日本の中小企業の概況を説明できる。 
② 中小企業経営における社外環境適応マネジメントについて説明できる。 
③ 中小企業経営における社内資源統合マネジメントについて説明できる。 
④ 日本の中小企業の特徴・課題・可能性を説明できる。 
 

19.教科書・教材 井上善海・木村弘・瀬⼾正則（編著）『中小企業経営入門』（第２版）中央経済社 2022 年 
20.参考文献 無し（授業の中で、必要に応じて紹介します） 

21.成績評価 

・授業への出席と積極的参加度（30 点）（毎回 2 点×15 回）〈学習目標①〜④に対応〉 
・各部ごとの小テストによる理解度（30 点）（小テスト１回 10 点×３回）〈学習目標①〜③
に対応〉 
・総括試験（40 点）〈学習目標①〜④に対応〉 

22.コメント 

・「経営学概論」の内容を再度確認しておくこと。 
・教科書を使用するので、毎回予習をしっかり行い授業に臨むこと。 
・予習で感じた疑問や興味を、授業を通じて積極的にディスカッションして理解につなげ
る。 
・授業におけるディスカッションに積極的に参加することで自らの考えをまとめていくこ
と。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日５時限（尼崎） 
センターオフィスアワー：⽕曜日３時限（尼崎） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 

・オリエンテーション 
・「マネジメント」とは？ 
・「経営学概論」の振り返り 
なお、本科目におけるアクティブラーニングの種類
は、各回「ディスカッション／ディベート」になるの
で積極的に参加すること。 
 

準備学習：「経営学概論」で学んだことを振
り返り、「マネジメント」とはどのようなも
のなのか、自分なりの考え方をノートに書い
てくる。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 2 回】 第Ⅰ部：中小企業とは 
第１章：中小企業の特性 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 3 回】 
第Ⅰ部：中小企業とは 
第２章：中小企業の歴史 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 4 回】 
第Ⅰ部：中小企業とは 
第４章：中小企業問題と中小企業政策 
◆小テスト（第Ⅰ部：中小企業とは） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
◆授業後半に小テストを実施 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 5 回】 第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第５章：経営環境の変容と戦略マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 6 回】 
第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第６章：分業構造の変容と下請マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 7 回】 
第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第７章：企業間関係の変容とネットワーク・マネジメ
ント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加



して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 8 回】 第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第８章：産業構造の変容と地域産業マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 9 回】 

第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメント 
第９章：世界市場の変容とグローバル・マネジメント 
◆小テスト（第Ⅱ部：中小企業の環境適応マネジメン
ト） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
◆授業後半に小テストを実施 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 10 回】 
第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 10 章：人材難と組織・人材マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 11 回】 
第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 11 章：後継者難と事業継承マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 12 回】 第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 12 章：研究開発力不足と製品開発マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 13 回】 
第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 13 章：既存事業の衰退と事業開発マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ
た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 14 回】 
第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメント 
第 14 章：資金難と財務マネジメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点や興味を持っ



◆小テスト（第Ⅲ部：中小企業の資源統合マネジメン
ト） 

た点をノートに書く。 
授業中は、積極的にディスカッションに参加
して疑問点を解決する。 
◆授業後半に小テストを実施 
復習：その日に学んだ事と感想をノートにま
とめる。 

【第 15 回】 ・総括試験（手書きノートのみ持ち込みを認める） 
・まとめと振り返り 

準備学習：自分ノートを利用して 14 回の授
業内容を再確認する。 
総括試験では、各自が作成した手書きノート
のみ持ち込みを認める。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2210-
Y01 

2.科目名 産業政策論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻲井芳郎 

5.授業科目の区分 
経営分野における実務
経験がある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択科目 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
現代社会学部観光学科、現代社会学部総合社会学
科 

9.履修学年 2 年、3 年、4 年 

10.取得資格の要件 − 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義形式 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

この科目は、起業や経営者として活動する際に必要な産業政策の知識を身に着けることを目
的とします。具体的には、起業、または経営者が直面する課題（創業、戦略⽴案、計画策
定、会社設⽴、資金調達、経営課題対策等々）に対して、どのような中小企業政策がある
か、それらを活用するノウハウの獲得を目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ/ポリシー）の（１）自律性（４）問題発見・解決力
（６）専門的知識・技能の活用力、の学習に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①中小企業政策とは何かを説明できるようになる。 
②自身が起業するとき、経営者となったときにそれぞれの課題に応じて適切な政策を活用で
きるようになる。 

19.教科書・教材 『セブンエレメンツモデル』⻲井芳郎、ビジネス社（２０２０） 
20.参考文献 適宜、必要資料は関連サイトの URL 等を紹介します。 

21.成績評価 
 
課題②：レポート１００点 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション（本事業の目標・内容・評定算出
の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 

 

【第 2 回】 講義「産業政策とは」 
活動「産業政策の必要性について」レポート作成 

 

【第 3 回】 
講義「中小企業政策とは」 
活動「中小企業政策の必要性について」レポート作成 

 

【第 4 回】 
講義「起業に際して必要なこと」 
活動「起業に対して思うこと」レポート作成  

【第 5 回】 
講義「戦略とは」 
活動「戦略分析ケーススタディ」グループワーク  

【第 6 回】 
講義「起業に際して活用できる中小企業政策」 
活動「中小企業施策利用サイトの検索」グループワー
ク 

 

【第 7 回】 
講義「起業に必要な資金調達」 
活動「中小企業施策利用サイトの検索」グループワー
ク 

 

【第 8 回】 講義「経営計画の策定」  



活動「経営計画の策定」グループワーク 

【第 9 回】 講義「開業して計画の実行」 
活動「経営計画策定」グループワーク 

 

【第 10 回】 
講義「経営課題に対する中小企業政策」 
活動「中小企業施策利用サイトの検索」グループワー
ク 

 

【第 11 階】 
講義「海外進出」 
活動「中小企業施策利用サイトの検索」グループワー
ク 

 

【第 12 回】 講義「PDC サイクル」 
活動「PDC サイクルについて」レポート作成 

 

【第 13 回】 
講義「経営者に必要なこと」 
活動「経営者に必要なこと」レポート作成 

 

【第 14 回】 
講義「経営支援機関について」 
活動「経営支援機関について」レポート作成 

 

【第 15 回】 定期試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2212-
Y01 

2.科目名 科学技術論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次以上 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 
17.授業の目的と概要 再⽣可能エネルギーによる発電とそのビジネスを学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）再⽣可能エネルギーと新エネルギーの違いを理解・説明できる。 
（２）個別の新エネルギーをプレゼンできる。 
（３）革新的な高度利用技術を理解・説明できる。 

19.教科書・教材 井上尚之著『サステナビリティ経営』（大阪公⽴大学共同出版会、201８） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
積極的授業参加度・授業中の課題（45％）（目標（２）に対応） 
試験又はレポート（55％）による総合評価（目標（１）（３）に対応） 

22.コメント 

・少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
・毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に
説明する。 
・私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
・指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 再⽣可能エネルギーと新エネルギーの違い 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 新エネルギー―太陽光発電 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 新エネルギー―風力発電 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 4 回】 新エネルギー―バイオマス熱利用 
準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書



く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 新エネルギー―バイオマス発電 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 新エネルギー―バイオマス燃料製造 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 
新エネルギー―中小規模水力発電 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 新エネルギー―地熱発電 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 新エネルギー―太陽熱利用 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 新エネルギー―温度差熱利用 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 11 回】 新エネルギー―雪氷熱利用 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 12 回】 革新的な高度利用技術―クリーンエネルギー自動車 
準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書



く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 
革新的な高度利用技術―天然ガスコージェネレーショ
ン 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 革新的な高度利用技術―燃料電池 
総括試験（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめと試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2213-
Y01 

2.科目名 持続可能性経営論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・（観光学科 2019 年度以降入学⽣） 9.履修学年 2 年次以上 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

サステナビリティ経営を翻訳すると持続可能性経営となる。持続可能性経営とは環境問題、
格差是正、失業率減少などを実行して社会問題を解決していくことに、『持続可能な開発
（Susainable Development）』を加えた経営のことである。本講義ではこの持続可能⽣成経
営を分かり易く解説する。今話題の SDGs も徹底学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）持続可能性経営をプレゼンできる。 
（２）SDGs についてプレゼンできる。 

19.教科書・教材 井上尚之著『サステナビリティ経営』（大阪公⽴大学共同出版会、２０１８） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 
積極的授業参加度・授業中の課題（45％）（目標（１）に対応） 
レポート又は試験（55％）による総合評価（目標（２）（３）に対応） 

22.コメント 

少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に説
明する。 
私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 SDGs 持続可能な開発目標とは何か。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 SDGs の前に MDGs があった。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 SDGs の 17 目標とアイコン。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



【第 4 回】 SDGs の将来。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 
SDGs をサステナビリティレポートに載せた企業の具
体例。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 
SDGs の環境分野は ISO14001 の環境側面として使え
る。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 CSV とは何か。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 ポーターの⽴ち位置。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 日本企業の CSR 基準・報告書名称と形態。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 CSV は新しい理論なのか。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 11 回】 中小企業が取るべき CSV への道。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



【第 12 回】 SRI と ESG 投資。 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 日本版スチュワードシップ・コード 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 
スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナン
ス・コードの関係。 
総括試験（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめと試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2214-
Y51 

2.科目名 現代経済理論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小田利広 

5.授業科目の区分 
専門科目／ 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
すべての学部から履修可能 
 9.履修学年 2 年次から 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 教室で、講義する座席数内 

17.授業の目的と概要 

グローバル化のもと、現代⽣じている社会現象を経済学から理解する。経済学理論を古典か
ら現代にいたるまで具体例を通じて学ぶ。講師が国内においては 400 を超える各地の企業と
海外 22 カ国 80 数か所の企業、行政、研究機関を調査訪問した研究実績をもとに講義する。
双方向を重視し、学⽣の皆さんと意見交流を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

経済学理論の学習を通じて得た知識から調和のとれた人格と豊かな知性を育む。 
多様な価値観を認め合い、他者とのコミュニケーション能力を向上させる。 

19.教科書・教材 作成したプリント、資料を授業で配布する。 

20.参考文献 
横浜国⽴大学経済学部テキスト・プロジェクトチーム（2019）『ゼロからはじめる経済入
門』 有斐閣コンパクト 

21.成績評価 
授業の感想質問用紙の提出 30％。課題の提出（授業中に出した課題への回答と中間試験）
30％。総括試験 40％。 

22.コメント 授業や課題で出された質問と意見についてその都度コメントする。 
23.オフィスアワー 授業の前後に教室にて受け付ける。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】
  
 

講義で扱う現代経済学の概要説明                                 
経済理論 コロナと戦争 経済政策、産業経済、労働
経済、金融政策、通商政策 

予習 提示した次回の講義の要点を調べる。
    
 

【第 2 回】
  
 

経済学の歴史①− 主な学派の理論を取り入れた経済
政策      
      
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 3 回】
  
 

経済学の歴史②− 主な学派の理論を取り入れた経済
政策      
      
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 4 回】
  
 

国内経済史 ①戦後復興期から高度成⻑期を経てバブ
ル崩壊まで 暮らしと経済の変化  
     
    
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 5 回】
  
 

国内経済史 ②1990 年以降、グローバル時代での暮
らしと経済の変化    
     
  

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    



  

【第 6 回】
  
 

グローバル経済からみる国内自動車産業、農業 
     
     
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

 
【第 7 回】
  
 

現代経済の課題  グローバル企業と地域産業 
     
     
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 8 回】
  
 

現代経済の課題  グローバル企業と地域産業 
     
     
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 9 回】
  
 

中間試験     
      
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                         
    
 

【第 10 回】
  
 

現代経済の課題 日本的経営の変容と働き方改革 
     
     
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 11 回】
  
 

現代経済の課題 ①少子高齢化と税制改革 
     
    
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 12 回】
  
 

現代経済の課題 ②社会保障と財政政策  
     
    
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 13 回】
  
 

現代経済の課題 金融政策と電子化  
     
    
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                 予
習 提示した次回の講義の要点を調べてお
く。    
 

【第 14 回】
  
 

現代経済の課題 通商政策と貿易摩擦、資源問題 
 

復習 講義を整理して用紙、ノートへ記入す
る。                  
提示した次回の総括試験に備える。 

【第 15 回】
  
 

総括試験     
      
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2216-
Y01 

2.科目名 経営学総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 酒井良二 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この講義では以下に定義する経営学（＝ビジネス・マネジメント）を実践するために必要な
知識を理解して、実践的なスキル（コンピテンシー）を修得することを目的とする。 
■ ビジネス：営利・非営利、組織形態等を問わない「事業目的を実現するための活動の総
称」。その最終目標（ゴール）は「新しい社会的価値の創出」。 
■ マネジメント：ヒトを中心に、モノ・カネ・情報という資源を、時間という制約の中で
効果的に配分・活用し、組織が十分な成果を上げるための手法。 
■ 経営学（＝ビジネス・マネジメント）：人を通して、モノ・カネ・情 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■ グローバルなビジネスにおける組織・経営の実態、戦略的なマネジメントの実践につい
て基礎的な知識を習得する。 
■ 日々変化するビジネスの実態に関心を持ち、最新の情報を把握する。 
■ ビジネス・マネジメントをテーマとした、受講⽣・教員とのディスカッションを通し
て、習得した知識の活用力とコミュニケーション能力を向上させる。 

19.教科書・教材 ■ 加護野忠雄・吉村典久編著, (2021),『1 からの経営学』(第 3 班), 碩学社 

20.参考文献 

■ P.F.ドラッカー，(2001)，『マネジメント 基本と原則【エッセンシャル版】』，ダイヤモ
ンド社 
■ 岩崎夏海，(2009)，『もし高校野球の女子マネジャーがドラッカーの「マネジメント」
を読んだら』，ダイヤモンド社 
■  その他の参考文献は適宜授業で提示する 

21.成績評価 

■ ワークシート（講義ノート） ･････ 20%  
「経営学概論」専用のノート（A4 版）を準備して、毎回の講義ノートを以下の項目に従っ
て作成する。 
 1) Expectation（予習を通じての講義への期待） 
 2) Summary & Key Words（講義内容のまとめ） 
 3) Reflection & Questions（振り返り：分かったこと、分からなかったこと。よかった
こと、よくなかったこと。） 
 4) アサインメント（宿題） 
■ 研究対象企業の経営戦略に関する ppt 資料作成 ･････ 2 

22.コメント 

■ この講義では、講師の 1994 年から 2007 年の 14 年間のアメリカのグローバル企業にお
けるマネジメント経験と、現在行っているビジネス・コンサルテーション経験をベースに、
授業の目的で定義した「ビジネス・マネジメント」の実践的な手法を講義する。 
■ 毎回の授業において、日本経済新聞からビジネス・マネジメントに関する最新記事を抜
粋し、その内容を解説した上で、議論を行う。積極的な発言、意見交換に期待する。 

23.オフィスアワー ■ 研究室オフィスアワー：水曜・木曜日の昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回：
4/14 

＜ガイダンス&イントロダクション＞ 
■ 授業計画（シラバス）の説明 
■ 教科書の紹介：『1 からの経営学』(第 3 班) 

■ 「経営学概論」専用のノート（A4・横
書き）を準備し、毎回の授業に持参する。 
■ 毎回の授業で提示される課題を、ノート



■ 参考文献の紹介： 
 『マネジメント基本と原則【エッセンシャル版】』 
 『もし高校野球の女子マネジャーがドラッカーの
「マネジメント」を読んだら』 
■ 第 1 章 企業経営の全体像：『もしドラ』の「ド
ラ」とは？ 

にまとめる。  
■ PC は毎回の授業に持参する。 
■ 課題：将来の就職先として関心のある業
界において、成⻑が期待できる上場企業 1
社を研究対象企業として選んで、企業概要を
調べる。ノートにまとめる。 

第 2 回：
4/21 

第 2 章 経営学の全体像 

■ 課題 1：研究対象企業の「経営理念」、
「企業価値」、「使命」を調べる。 
■ 課題 2：研究対象企業の 2022 年 4 月 21
日（木）東京証券取引所の株価（終値）を調
べ、1,000,000 円で株を購入した場合に取得
できる株数を調べる。 

第 3 回：
4/28 ■ 第 3 章 企業と社会 

■ 課題：研究対象企業の SDGs
（Sustainable Development Goals）「持続
可能な開発目標」に関連した活動を調べる。 
 

第 4 回：
5/12 

■ 第 4 章 企業とインプット（金融資本・労働）市
場との関わり 

■ 課題 1：選んだ企業の「事業」とは何か
を定義する。 
■ 課題 2：選んだ企業の「顧客」とは誰か
を定義する。 

第 5 回：
5/19 

■ 第 5 章 企業とアウトプット（製品・サービス）
市場との関わり 

■ 課題 1：選んだ企業の「人材育成」戦略
（採用・研修・評価など）を調べる。 

第 6 回：
5/26 

■ 第 6 章 競争戦略のマネジメント（Part.1）：基本
的な考え方 

■ 課題：選んだ企業「マーケティング」戦
略を調べる。 
 

第 7 回：6/2 ■ 第 7 章 競争戦略のマネジメント（Part.2）：違い
を作る 3 つの基本戦略と仕組みの競争 

■ 課題：選んだ企業の「イノベーション」
戦略を調べる。 

第 8 回：6/9 ■ 第 8 章 多角化戦略のマネジメント 
■ 課題：選んだ企業の「多角化戦略」を調
べる。 
■ 第 1 回ノート提出 

第 9 回：
6/16 

■ 第 9 章 国際化のマネジメント 
■ 課題：選んだ企業の「グローバル戦略」
を調べる。 

第 10 回：
6/23 ■ 第 10 章 マクロ組織のマネジメント 

■ 課題：研究対象企業の「経営戦略」につ
いて、これまでのノートを参考にして、
PowerPoint プレゼンテーション資料を作成
し、WebClass に提出する（詳細は講義で指
示する）。 
 

第 11 回：
6/30 

■ 第 11 章 ミクロ組織のマネジメント 
■ 課題：選んだ企業の「組織図」から、組
織の特徴を調べる。 

第 12 回：
7/7 

■ 第 12 章 キャリアデザイン 
■ 課題：選んだ企業に入社した場合、あな
たの「自己実現」について記述する。 

第 13 回：
7/14 

■ 第 13 章 経営学の広がり（Part.1）：ファミリー
ビジネスのマネジメント 

■ 課題：選んだ企業の 2022 年 7 月 15 日
（金）東京証券取引所の株価（終値）を調
べ、4 月 15 日の株価との比較で損益を算出
する。 
■ 第 2 回ノート提出 



第 14 回：
7/21 

■ 第 14 章 経営学の広がり（Part.2）：病院組織の
マネジメント 
■ 総括・リフレクション 
 

■ E ポートフォリオへの「振り返り」の投
稿 

第 15 回：
7/28 

■ 最終確認テスト 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2304-
Y01 

2.科目名 簿記と会計 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上定子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部総合社会学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 − 11.先修条件 − 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 − 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本授業は、簿記・会計の初学者を対象とした入門科目です。簿記・会計の基礎知識の習得
を通して、企業活動をおカネの流れから見る目を養うことを目的としています。この授業を
通して、今後、皆さんが企業人として社会で活躍する上で必要な知識と考え方の習得を目指
します。 
【概要】 
 簿記・会計とは、ある特定の経済主体の経済活動を、貨幣額などを用いて計数的に測定
し、その結果を財務諸表にまとめて利害関係者に伝達するためのシステムです。そのため、
簿記・会計を学ぶことにより、企業活動を貨幣的視点から分析することができる 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（４）問題発見・解決
力、（６）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
 本科目の学習目標は次の通りです。 
  ①簿記・会計の基本的な専門用語について、理解できます。 
  ②財務諸表（貸借対照表と損益計算書）の基本的な考え方や分析方法について、理解で
きます。 
  ③会計の役割と会計制度の枠組みについて、基本的な理解ができます。 
 これらの目標を達成することによって、習得できる能力は次の通りです。 
  ①新聞記事やニュースで取り上げられる会計関連記事を読み、理解できるようになりま
す。 
  ②企業が公表している財務諸表について基礎的な分析ができるようになります。 

19.教科書・教材 適宜、プリントや参考資料を配布します（教科書は使用しません）。 

20.参考文献 
内藤文雄（2022）『会計学エッセンス（第 5 版）』中央経済社。 
田中建二（2021）『財務会計入門（第 6 版）』中央経済社。 

21.成績評価 

評価の方法と配点割合は次の通りです。 
授業の課題：30％【学習目標①②③に対応】 
中間試験 ：30％【学習目標①②③に対応】 
総括試験 ：40％【学習目標①②③に対応】 
授業の課題、中間試験、総括試験を総合して、60％以上で合格となります。 

22.コメント 
簿記・会計という学問に触れ、そこで得られた力を活かし、広く社会で活躍しようという志
のある方は、本科目で共に学んでいきましょう。また、簿記や会計は難しいものであるとい
うイメージを持たれている方も、ぜひ本科目に挑戦してみてください。 

23.オフィスアワー 授業の後、教室にて対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

「オリエンテーション／簿記と会計について」 
・授業の進め方、評価方法、資料の扱い等について説
明します。 
・会計学の学びを始めるにあたり、皆さんが簿記・会

復習：今回の授業を聞いて、次回以降継続し
て受講をするかどうかを考えてください。 
今回の配布資料は、本授業を受講するうえで
重要な内容を含んでいます。最終授業回まで



計がどのような学問なのかについてイメージできるよ
うに説明します。 

保管するようにしてください。 

第２回 

「企業活動と簿記・会計」 
・企業活動と簿記・会計との関係性について学習しま
す。 
 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 

第３回 
「貸借対照表のしくみと見方」 
・財務諸表のうち、貸借対照表を取りあげ、そのしく
みと見方について学習します。 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 
＊電卓を持参してください。 

第４回 

「損益計算書のしくみと見方」 
・財務諸表のうち、損益計算書を取りあげ、そのしく
みと見方について学習します。 
 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 
＊電卓を持参してください。 

第５回 

「貸借対照表と損益計算書の関係」 
・貸借対照表と損益計算書の関係について学習すると
ともに、両諸表を使用した企業活動の見方について学
修します。 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 
＊電卓を持参してください。 

第６回 
「日本の会計制度」 
・日本の会計制度を支える枠組みについて学修しま
す。 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 

第７回 
「会計の役割と会計基準の決まり方」 
 

復習：今回の復習及び課題への取組み、中間
試験に向けた復習を行ってください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 

第８回 
中間試験? 
・第 2 回〜第 7 回の授業内容について、中間試験を
実施します。 

中間試験： 
すべて持込可とします。授業での配布プリン
トや、図書や雑誌のコピーなど、持込を認め
ます。ただし、紙媒体のものに限ります。電
子機器の使用はできません。 
＊筆記用具を持参してください。 

第９回 

「日本の会計規範の構造 会計公準・会計原則・会計
手続」 
・日本の会計規範構造について学習します。具体的に
は、会計公準・会計原則・会計手続と、これらの関係
性について学修します。 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 

第 10 回 
「一般原則? 真実性の原則と正規の簿記の原則」 
・一般原則の全体像と、7 つの原則のうち、真実性の
原則と正規の簿記の原則について学修します。 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 

第 11 回 
「一般原則? 資本取引・損益取引区分の原則と明瞭
性の原則」 
・一般原則のうち、資本取引・損益取引区分の原則

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの



と、明瞭性の原則について学修します。 で、保管し持参するようにしてください。 

第 12 回 

「一般原則? 継続性の原則・保守主義の原則・単一
性の原則」 
・一般原則のうち、継続性の原則、保守主義の原則、
単一性の原則について学修します。あわせて、重要性
の原則についても学習します。 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 

第 13 回 
「会計基準のグローバル化」 
・最近の会計制度の動向と、IFRS という国際的に統
一された会計基準について学習します。 

復習：今回の復習及び課題への取組みを行っ
てください。 
今回の配布資料は次回以降にも使用しますの
で、保管し持参するようにしてください。 

第 14 回 
中間試験? 
・第 9 回〜第 14 回の授業内容について中間試験を実
施します。 

中間試験： 
すべて持込可とします。授業での配布プリン
トや、図書や雑誌のコピーなど、持込を認め
ます。ただし、紙媒体のものに限ります。電
子機器の使用はできません。 
復習：総括試験に向けた総復習を行ってくだ
さい。 
＊筆記用具を持参してください。 

第 15 回 

「総括試験」 
・第 2 回〜第 14 回の授業内容について総括試験を実
施します。 
 

総括試験： 
すべて持込不可です。 
＊筆記用具を持参してください。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2305-
Y01 

2.科目名 地域産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中村嘉雄 

5.授業科目の区分 

専門科目／地域経済活
性化分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学部⽣が対象 9.履修学年 ２年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義及び演習 

16.履修制限 
PC 演習室の収容人数及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 40 名としま
す。初回の授業で抽選を行いますので、必ず出席してください。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
将来企業等に就職するため、社会へ出たときに役⽴つ情報・知識を習得することを目的とし
ます。 
【概要】 
現代社会において、地域経済や産業にどのような問題が起きているのか見ていきます。次に
それらの問題点は何か、どのような政策がとられてきたのかを概観します。そして産業集積
の過去・現状・未来について論じます。特に、兵庫県内の地場産業に焦点を当てて、地域経
済・地域中小企業の活性化に向けた取り組み事例を紹介し、地域産業のあり方について考察
します。さらに衰退する地方創⽣のあり方についても詳しく説明します。 
その 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」と「S1.修得
した知識技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力」の学修に関連していま
す。 
本科目は、地域経済や産業の実情に触れることができますので、就職活動にとても役⽴つ内
容です。また、実際の地域や中小企業の活性化に向けたグループ提案を行いますので、楽し
く現代社会にも役⽴つ内容をともに考えます。 
具体的な学習目標は、次のとおりです。 
① 地方が抱える現状と課題及びその解決方法を探ることにより、現代社会の諸問題を総合
的に理解し説明できる。 
② 都市と地方の格差を学び、地方創⽣の必要性を理解するとともに具体的な方法論を提案
できる｡ 
③ 地方の良さや地域中小企業の存在価値を実感し、地域社会の発展に貢献する重要性を理
解し実践できる｡ 

19.教科書・教材 
１．鳥かごから墓場まで〜田舎とニュータウン〜 
２．神⼾山手大学紀要第１７号抜刷 
３．時の流れ（人⽣・体罰） 

20.参考文献 
１．『現代中小企業の海外事業展開』 佐竹隆幸著 ミネルヴァ書房 
２．『アジア大の分業構造と中小企業』 日本中小企業学会論集 同友館 

21.成績評価 
①授業ノートの提出（各講義内容の理解度）…２０点（学習目標①に対応） 
②課題の提出（グループによる実習、提案）…４０点（学習目標②に対応） 
③総括試験（期末レポートの提出）…４０点（学習目標③に対応） 

22.コメント 
いろいろな分野と関連する講義をしますので、興味を広く持って受講してください。授業で
学んだ内容をしっかりと自分の知識にすること。わからないことがあれば、その都度質問す
ること。また、グループの課題・提案内容、授業内容等で質問がある場合は、授業終了後に



受け付けます。 
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（履修上の注意、授業計画
等）、 
・課題解決型学習 「地域総合経済団体の活動と役
割」等 

テキスト配布、予習（テキストの第１章から
第４章）、授業ノート提出 

【第 2 回】 
課題解決型学習 「現代の地域産業が抱える課題と方
向性」 

テキスト持参、予習（テキストの第５章から
第８章）、授業ノート提出 

【第 3 回】 
課題解決型学習 「都市と地方の格差解消策と地方創
⽣の取り組み事例の紹介」 

テキスト持参、追加資料配布、予習（テキス
トの第９章から第１０章及び配布資料）、授
業ノート提出 

【第 4 回】 課題解決型学習 「兵庫県の産業集積と地場産業の現
状」 

テイスト・配布資料持参、予習（配布資
料）、授業ノート提出 

【第 5 回】 課題解決型学習 「地場産業の課題とその解決策につ
いて」、※ レポート課題提示 

テキスト・配布資料持参、追加資料（グルー
プワークの進め方）配布、授業ノート提出 

【第 6 回】 
※アクティブラーニング 
グループワーク（１） グループ分け及びテーマの選
定 

配布資料（グループワークの進め方）持参、
グループワークの補完 

【第 7 回】 
※アクティブラーニング 
グループワーク（２） 選択した企業又は地域の現状
分析 

関係資料等持参（授業で指示）、グループワ
ークの補完 

【第 8 回】 
※アクティブラーニング 
グループワーク（３） 選択した企業又は地域の課題
抽出 

関係資料等持参（授業で指示）、グループワ
ークの補完 

【第 9 回】 ※アクティブラーニング 
グループワーク（４） 提案の作成① 

関係資料等持参（授業で指示）、グループワ
ークの補完 

【第 10 回】 ※アクティブラーニング 
グループワーク（５） 提案の作成② 

関係資料等持参（授業で指示）、グループワ
ークの補完 

【第 11 回】 
※アクティブラーニング 
グループワーク（６） 全体の総括① 

関係資料等持参（授業で指示）、グループワ
ークの補完 

【第 12 回】 
※アクティブラーニング 
グループワーク（７） 全体の総括② 

関係資料等持参（授業で指示）、グループワ
ークの補完及び発表準備 

【第 13 回】 
※アクティブラーニング 
プレゼンテーション（１） 提案の発表① 

関係資料等持参（授業で指示）、グループワ
ークの補完及び発表準備 

【第 14 回】 
※アクティブラーニング 
プレゼンテーション（２） 提案の発表②、全体の講
評 

※期末レポートの作成 

【第 15 回】 総括試験（期末レポートの提出） ※期末レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2308-
Y01 

2.科目名 環境マネジメント論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 
専門科目／ＪＡＢ認定
ＩＳＯ１４００１審査
員補による授業 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 3 年次 

10.取得資格の要件 

後期の「環境マネジメント
演習」とこの科目を履修合
格することにより内部環境
監査員の資格が得られる。 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 40 人 

17.授業の目的と概要 

概要：2009 年度に神⼾山手大学は、ISO14001 を阪神間で初めて認証取得した。授業担当者
が作成した『神⼾山手大学環境マニュアル』を基に、2015 改訂の ISO14001 の規格（最新
規格）を理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）ISO14001 の歴史を理解できる。 
（２）ISO14001 の構成を理解できる。 
（３）ISO14001 の箇条４〜６をプレゼンできる。 

19.教科書・教材 井上尚之著『サステナビリティ経営』（大阪公⽴大学共同出版会、2018） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 積極的授業参加度・授業中の課題（45％）（目標（３）に対応） 
試験又はレポート（55％）による総合評価（目標（１）（２）に対応） 

22.コメント 

少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に説
明する。 
私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ISO14001 の歴史 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 ISO14001 の構成 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 ISO14001 ブーム ISO14001 ブーム 準備学習：教科書を利用するので、各回の授



業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 4 回】 箇条４ 組織の状況 4.1 組織及びその状況の理解 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 
4.4 環境マネジメントシステム 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 箇条５ 5.1 リーダーシップ及びコミットメント 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 5.2 環境方針 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 5.3 組織の役割 、責任及び権限 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 11 回】 箇条６ 計画 6.1 リスク及び機会への取り組み 準備学習：教科書を利用するので、各回の授



6.1.1 一般 業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 12 回】 6.1.2 環境側面  6.1.3 順守義務 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 6.1.4 取組の計画策定 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 
6.2.1 環境目標 
総括試験（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめと試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SE2310-
Y01 

2.科目名 企業の社会的責任 3.単位数 2 

4.授業担当教員 井上尚之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・（観光学科 2019 年度以降入学⽣） 9.履修学年 3 年次 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
本講義は、Corporate  Social  Responsibility （CSR） つまり企業の社会的責任を学習す
る。CSR はさらにすべての組織に拡張され、ISO26000 として国際標準が定められた。本講
義はこの ISO26000 も詳しく学習していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰの「２．主体的かつ柔軟に行動し問題解決を図る力。」と「Ｓ
２．社会や文化について科学的に理解する力。」の学修に関連しています。 
（１）CSR をプレゼンできる。 
（２）ISO26000 をプレゼンできる。 

19.教科書・教材 井上尚之著『サステナビリティ経営』（大阪公⽴大学共同出版会、２０１８） 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 積極的授業参加度・授業中の課題（45％）（目標（１）に対応） 
レポート又は試験（55％）による総合評価（目標（２）（３）に対応） 

22.コメント 

少人数の授業であるので、授業中のディスカッションによって疑問点を解決すること。 
毎回の課題の理解は、授業中のディスカッションによって確認して理解するまで授業中に説
明する。 
私語厳禁。私語をする者は受講させない。 
指定席以外での受講は認めない。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 日本における環境経営の本格始動 ISO14001:1996
発行 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 2 回】 ISO１４００１の概要 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 3 回】 トヨタの環境経営 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 4 回】 ３R からゼロエミッションへ 準備学習：教科書を利用するので、各回の授



業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 5 回】 環境経営とサステナビリティ経営（持続可能性経営）
の違い 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 6 回】 
社会的な影響に配慮するとはどういうことか―トリプ
ルボトムラインの登場 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 7 回】 
２００３年は日本の CSR 元年 
 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 8 回】 
ISO26000 とサステナビリティ経営（持続可能性経
営） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 9 回】 CSR の国際規格 ISO26000 の発行 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 10 回】 
ISO26000 における社会的責任を果たすための７つの
原則 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 11 回】 社会的責任の７つの中核主題 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 12 回】 組織にとっての ISO26000 を順守するメリットは何 準備学習：教科書を利用するので、各回の授



か？ISO26000 の具体例 業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 13 回】 中小企業に ISO26000 を広め定着させる企業市⺠制度 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 14 回】 
GRI とは何か？ 
総括試験（55 点） 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 

【第 15 回】 総まとめと試験返却 

準備学習：教科書を利用するので、各回の授
業範囲の教科書を読み、疑問点をノートに書
く。授業におけるディスカッションで疑問点
を解決する。 
復習：その日の授業内容をノートにまとめ
る。 



1.授業
コー
ド 
（ナ
ンバ
リン
グ） 

SED2
01-
m01 

2.
科
目
名 

障害者教育総論 （19 ⽣以前） 3.単位数 2 

4.授業
担当
教員 

山本真由美 

5.授業
科目
の区
分 

展開科目 

6.必
修・ 
選択
の区
分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 2022 年度 春学期 

8.履修
可能
な専
攻 

人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取
得資
格の
要件 

高校(公⺠) 
中学(社会) 
特支 

11.先修
条件 

 

12.研
究室 

※ 13.電話
番号 

※ 

14.E-
Mail 
Addre
ss 

※ 
15.授業
形態 講義 

16.履
修制
限 

なし 

17.授
業の
目的
と概
要 

障害（知的障害、肢体不自由、病弱）、発達障害に関する教育・福祉の理念、障害者教育・福祉に関する歴
史・思想、社会的・制度的・経営的観点について体系的に講義を行う。また、特殊教育から特別支援教育へ
の転換についての理解を通して、今後の障害者教育・福祉の具体的方策について経験を⽣かして講義を展開
していく。 

18.学
習目
標と 
 Ｄ
Ｐと
の関
連 

 本科目の学習目標には DP(ディプロマポリシー)の 6 つ、自律的で主体的な態度（自律性）、社会に能動的
に貢献する姿勢（社会的貢献性）、多様な文化や背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）、問題発見・解
決力、コミュニケーションスキル、専門的知識・技術の活用力が関わる。 
  将来、教員、心理師(士)、福祉従事者などを目指す学⽣として、授業での課題に自律的に関わり、問題
発見し、それへの解決を目指す。課題解決に関わることを通し、社会にどのように関われるか、外国人の障
害者が増加傾向にある中でいろいろな文化を理解できるかなどを考える。授業でさまざまなワークを通して
コミュニケーションスキルを高め、課題解決に積極的に関わることを通して専門的知識・技術の活用力を高
める。 
 本科目の学習目標は、以下の 5 つである。 
①障害の要因、障害の概念を説明できる。 
②障害に関わる脳機能、発達について説明できる。 



③障害に関わる教育制度について説明できる。 
④障害に関する法制度について説明できる。 
⑤障害を有する人、その人に関わる人への支援について説明できる。 

19.教
科
書・
教材 

教科書は使用しない。教材として power point(遠隔オンライン：神⼾山Ｃ発信）と webclass を使用する。 

20.参
考文
献 

授業中に適宜紹介する。 

21.成
績評
価 

webclass を利用した授業回毎のレポート（授業内容について考えたこと）＠4×14 点、授業態度（質問に
対する適切な回答等）14 点、webclass を使用した総括試験（全範囲の知識が記述されたか）30 点 

22.コ
メン
ト 

本授業は、教員が遠隔オンライン、遠隔オンデマンド(4 月 20 日）で実施しますが、受講⽣は三木 C の教室
で受講する形式となります。 
 遠隔オンラインで実施。4 月 20 日のみ、遠隔オンデマンドで実施予定。 

23.オ
フィ
スア
ワー 

研究室オフィスアワー：神⼾山手Ｃ⽕曜日昼休み、センターオフィスアワー：同 C 水曜日昼休み。いずれ
も遠隔オンラインで実施予定。 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
 

イントロダクション 
授業の目的、学習目
標と DP との関連、授
業の進め方、シラバ
ス説明、成績評価の
方法 

予習：シラバスを熟読 
復習：授業中に発言した内容を整理 

2 
障害とは（1） 
出⽣前診断とは 

予習：出⽣前診断(https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/birth-defects/#:~:text=先天
性障がいとは、⽣まれつき身体のどこかの場所,主要な死亡原因です。参照)につい
て調べる。 
復習：出⽣前診断について考えたことをまとめる。 

3 
 

障害とは（2） 
障害の要因（⽣物学
的要因と環境的要
因） 

予習：欧州食品安全機関，ネオニコチノイド系農薬がヒト脳に発達神経毒性の可能
性ありと公表 ―― EU ではミツバチ大量死の原因として使用禁止始まる 科学 2
月特集 C̲⿊田.2014 を読む。 
復習：ネオニコチノイド系農薬使用について考えたことをまとめる。 

4 
障害とは（3） 
障害の発⽣時期（先
天性、後天性） 

予習：障害について横須賀市
(https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3030/jouhou̲communication/documen
ts/h2801̲jc4-2.pdf)を読む。 
復習：障害の発⽣時期について考えたことをまとめる。 

5 

障害の概念、ＩＣＦ
（国際⽣活機能分
類）への変遷 
障害とは何かについ
て WHO の定義をもと

予習：「国際⽣活機能分類−国際障害分類改訂版−」（日本語版）を読む
（https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html#top 参照）。 
復習：障害の概念について授業で理解できたことをまとめる。 



に、概念とその特性
を考える。 

6 

脳と行動の発達につ
いて 
脳や神経の働きを理
解する。 

予習：脳と行動の初期発達(発達心理学研究, 2011，22(4)，349 −356)を読む。 
復習：脳機能の発達について理解したことをまとめる。 

7 
 

心の発達について 
心の発達について理
解する。 

予習：子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題(文部科学省 
https://www.mext.go.jp/b̲menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1282
789.htm)を読むこと 
復習：愛着形成について理解したことをまとめる。 

8 
 

障害のある子どもの
教育制度 
特別支援学校や特別
支援学級、通常の学
級における障害のあ
る幼児児童⽣徒を対
象とした教育につい
て理解する。 

予習：「障害児教育の制度的変遷に関する一考察 : 学校教育制度における「障害
児」の排除と包摂の過程に着目して」(筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマ
ン・ケア科学専攻共⽣教育学研究、3,47-
60.2008.10.31.https://tsukuba.repo.nii.ac.jp ? record ? files ? 6.pdf 特別支援教育
「全ての教員に経験を」10 年目までに 2 年以上 
https://news.yahoo.co.jp/articles/1675c7f821878fe2f1a8c129e 

9 
 

障害者の権利条約に
ついて 
障害者の権利条約、
合理的配慮、インク
ルーシブ教育システ
ム構築について理解
する。 

予習：障害者の権利条約（特に第 24 条〜第 28 条）を読む
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000171085.pdf）。 
復習：障害者の教育、就労などについて理解したことをまとめる。 

10 
 

障害者と教育・福祉
関係の制度的背景 
障害者に関する教
育・福祉関係の法制
度及びその成⽴の背
景について理解す
る。 

予習：日本の障害児（者）の教育と福祉(http://www.asai-
hiroshi.jp/newpage4.html）(2022/03/21 検索)を読む。 
復習：障害児者に関する法制度と現状について考えたことをまとめる。 

11 
 

難病と社会資源の活
用と教育支援 
特別支援教育と医療
的ケアについて、ど
のような視点で行わ
れているのか理解す
る。 

予習：YouTube を見る(https://youtu.be/YzftLGQOJgM)。 
復習：院内学級の子ども達に必要な支援について考えたことをまとめる。 

12 
 

連携と協働（１） 
地域におけるサポー
ト体制 行政および
関係機関 
障害児者を取り巻く
地域のサポート体制
の現状と課題につい
て理解する。 

予習：障害児支援施策の概要
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html#h2̲free1)
を読む。 
復習：障害児への支援について理解したことをまとめる。 

13 連携と協働（２） 予習：障害者の就労支援対策の状況



 保健・医療・福祉・
就労サービスの連携 
障害者、発達障害者
の就労支援と労働の
現状と課題について
理解する。 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi̲ kaigo/shougaishah
ukushi/service/shurou.html)を読む。 
復習：障害者の就労支援について理解したことをまとめる。 

14 
 

連携と協働（３） 
障害者、発達障害者
をかかえる家族への
支援体制について理
解する。 

予習：ヤングケアラーに関する資料を読む(https://www.mhlw.go.jp/young-
carer/)。 
復習：ヤングケアラーについて考えたことをまとめる。 

15 
まとめとテスト 
授業のまとめと最終
確認テストを行う。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED203-
A02 

2.科目名 知的障害教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田裕彦 

5.授業科目の区分 
特別支援教育分野にお
ける実務経験がある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 特
支 幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、知的障害教育の概要と指導内容、指導方法について身に着けることができる。 
【概要】 
知的障害児の教育は、特別支援学校および小中学校の特別支援学級などで行われ、その際さ
まざまな指導内容・方法・指導形態で行われている。 
本講義では、知的障害の概念、定義、歴史などをまず解説する。そして、知的障害児の教育
について、学習指導要領や教育課程の編成に基づいた教科別・領域別の指導および領域・教
科を合わせた指導（日常⽣活の指導、⽣活単元学習、作業学習、遊びの指導）などを概説す
る。また、指導・支援の核とな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の学修目標は以下の通りである。 
 ・知的障害の概念、定義と知的障害児教育の歴史の概要を説明することができる。 
 ・知的障害児教育の具体的な教育内容と方法を説明することができる。 
 ・個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成と活用について説明することができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しない。必要に応じて適宜資料を配布する。 

20.参考文献 

・独⽴行政法人国⽴特別支援教育総合研究所 「特別支援教育の基礎・基本」 ジアース社 
・「特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領 高等部学習指導要領」
文部科学省 
 

21.成績評価 

・アサインメントの提出・発表   30％ 
・中間レポート    20％ 
・最終レポート   50％  
 

22.コメント 
特別支援学校や特別支援学級に在籍する幼児児童⽣徒のうち、その多くが知的障害を有して
いる。知的障害児教育の指導内容や方法を知ることは、特別支援教育の実践力を身につける
上で重要となる。実際の指導・現状を踏まえて学習を進める。 

23.オフィスアワー 授業の前後に、教室や講師控室で学⽣からの質問等に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

オリエンテーション 
  授業シラバスの説明を行い、この講義の学習目標
を確認する。 
 

○これまでの知的障害のある子どもとの関わ
りを整理しておく。 

第２回 
知的障害の定義 
  知的障害を知的能力と社会適応の面から理解す

○文部科学省の知的障害の定義を調べてお
く。 



る。 
 グループワーク「知的障害の困難」 
 

第３回 
知的障害教育の歴史 
 知的障害教育の歴史の概要を知る。 
 

○知的障害教育の歴史について調べておく。 

第４回 
知的障害児の就学前教育・療育 
 早期教育の重要性と取り組み例を知る。 
 

○「療育」の意味を調べておく。 

第５回 

知的障害教育の内容と方法① 学習指導要領と教育課
程の編成 
 反転学習：知的障害教育の教育課程編成の概要をま
とめる。 
 

○特別支援学校学習指導要領 
教育課程の編成を読んでおく。 

第６回 

知的障害教育の内容と方法② 教科別・領域別の指導 
 反転学習：肢体不自由教育と比較しながら知的障害
教育の教育課程の特徴を知る。 
 

○特別支援学校学習指導要領 
教育課程の編成を読んでおく。 

第７回 

知的障害教育の内容と方法③ 合わせた指導−日常⽣
活の指導と⽣活単元学習  
 知的障害の特性と教育課程編成の工夫との関係に気
づく。 
  グループワーク「教科との関連」 
 

○学校教育法施行規則第 130 条を読んでお
く。 
○領域・教科を合わせた指導について復習す
る。 
 

第８回 

知的障害教育の内容と方法④ 合わせた指導−作業学
習と遊びの指導     
 知的障害の特性と教育課程編成の工夫との関係に気
づく。 
 グループワーク「教科との関連」 
 

○学校教育法施行規則第 130 条を読んでお
く。 
○領域・教科を合わせた指導について復習す
る。 
 

第９回 

知的障害教育の内容と方法⑤ 自⽴活動の指導  
 知的障害特別支援学校・学級における自⽴活動の実
際を知る。 
 

○自⽴活動の内容を復習する。 

第１０回 

知的障害教育の内容と方法⑥ 交流及び共同学習 
 インクルーシブ教育の考え方と特別支援学校・小中
学校の実践を知る。 
 ディスカッション「共⽣社会の実現に向けて」  
 

○障害者の権利に関する条約の概要を読んで
おく。 

第１１回 

社会への移行支援 
 特別支援学校における進路指導の実際を知る。 
 ディスカッション「居場所づくり」 
 

○特別支援学校高等部卒業後の進路について
調べておく。 

第１２回 

知的障害児のアセスメント① 標準化された心理・教
育的アセスメント  
 個別の指導計画の作成に必要なアセスメントについ
てその概要を知る。 

○心理・教育的アセスメントについて復習す
る。 



 

第１３回 

知的障害児のアセスメント② 行動アセスメント 
 子どもの行動を環境との交互作用から理解する方法
を知る。 
 演習「ABC 分析」 
 

○ＡＢＣ分析について復習する。 

第１４回 個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成 
○個別の教育支援計画と個別の指導計画の違
いについて調べておく。 

第１５回 
講義のまとめ 
反転学習「自己実現に向けて」 

○これまでの講義内容を復習する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED204-
A01 

2.科目名 肢体不自由教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

展開 
特別支援教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

<概要>肢体不自由児（者）の正しい理解と認識を深めるとともに、肢体不自由教育の歴史
や学習指導要領の変遷をたどりながら、主に肢体不自由教育の全般的な理解について学習す
る。肢体不自由を主とした特別支援学校及び特別支援学級での指導の実際を学習する中で、
特別な教育内容、領域教科を合わせた指導（遊びの指導、⽣活単元学習、作業学習、日常⽣
活の指導）の授業、自⽴活動、教科の授業等について理解する。さらに「個別の指導計画」
及び「個別の教育支援計画」について、その基本的考え方や策定方法も理解する。 
(目的)以上の学習によっ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標 
教育・社会事象に関して、教育学や社会福祉学の概念から、体系的な知識を使って理論的に
説明することができる。 
・肢体不自由児の教育について、特別支援教育や社会福祉学の概念や理論を用いて説明する
ことができる。 
DP 
＜問題発見・解決力＞新しい知識や技能を学ぶことに関心や意欲をもつことができる。 
・肢体不自由教育に関して興味、関心を持って調べることができる。 
＜多様性理解＞自分とは異なる社会的文化的背景を持つ人たちがいることを理解することが
できる。 
・肢体不自由児・者を理解し、個のニーズにあった指導計画の概略を知る事ができる。 
 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料等を配布する。 

20.参考文献 

筑波大学付属霧が丘特別支援学校編 肢体不自由教育の理念と実践 ジアース教育新社 
文部科学省 特別支援学校学習指導要領解説（幼稚部・小学部・中学部・高等部・自⽴活動
編） 
 

21.成績評価 

小テストおよび自由課題（２０％）  
授業への参加・協力態度、ワークシート及び発表（２０％） 
レポート課題（２０％） 
最終テスト（４０％）  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
授業シラバスの説明および、最初の導入としての肢体
不自由者理解の説明を行う。 

○次回の予習として、肢体不自由関連の書籍
を探し、目を通しておく。（120 分） 



 

第 2 回 

肢体不自由とは何か 
         肢体不自由に関する基礎的な理解
をする。 
 

○次回の予習として、特別支援教育関連の書
籍を読み、歴史についての質問を考えてお
く。（120 分 

第 3 回 

肢体不自由教育の歴史 
         肢体不自由教育の歴史と変遷を知
る。 
 

○次回までに知的障害特別支援学校の学習指
導要領（総則）を読んでおく。（120 分） 

第 4 回 

学習指導要領の変遷と教育課程 
          特別支援学校学習指導要領の変
遷と教育課程の理解 
 

○次回までに特別支援学校の学習指導要領
（領域教科を合わせた指導）を読んでおく。
（120 分） 
○肢体不自由教育の変遷についてまとめてお
く（120 分） 
 

第 5 回 

肢体不自由児の遊びの指導及び日常⽣活の指導の実際 
ワークシート① 
遊びの指導、日常⽣活の指導に関しての基礎的理解と
指導の実際。 発表 
 

○次回までに特別支援学校の学習指導要領
（領域教科を合わせた指導）を読んでおく。
（120 分） 
○次回小テスのために 1〜5 回の授業のまと
めをしておく。（240 分） 
○遊びの指導に関する略案作成（180 分）次
回提出 
 

第 6 回 

肢体不自由児の⽣活単元学習及び作業学習の指導の実
際 小テスト① ワークシート② 
⽣活単元学習と作業学習に関しての基礎的理解と指導
の実際。グループワーク発表① 
 

○次回までに肢体不自由特別支援学校の学習
指導要領（各教科の指導）を読んでおく。
（120 分） 
○中間レポート作成のための構成とまとめ
（360 分） 
○領域教科を合わせた指導に関するまとめ
（180 分） 
 

第 7 回 
肢体不自由児の各教科の指導の実際      
  特別支援学校における教科の指導の実際を知る。 
 

○次回までに特別支援学校の学習指導要領
（自⽴活動）を読んでおく。（120 分） 
○各教科に関するまとめ（120 分）  
 

第 8 回 

肢体不自由児の自⽴活動の指導の実際① ワークシー
ト③ 
 特別支援学校における自⽴活動の実際を知る（健康
の保持、心理的な安定、人間関係の形成）。 
 

○次回までに障害特別支援学校の学習指導要
領（自⽴活動）を読んでおく。（120 分） 

第 9 回 

肢体不自由児の自⽴活動の指導の実際② ワークシー
ト④ 
 特別支援学校における自⽴活動の実際を知る（身体
の動き、環境の把握、コミュニケーション）。 
 

○次回までに障害特別支援学校の学習指導要
領（自⽴活動）をのまとめをしておく。
（120 分） 
○次回までに重複障害に関する文献を読んで
おく。（120 分） 
 

第 10 回 
重度重複障害の発達と指導の実際   
  重度重複障害の基礎的理解と指導の実際を知る。 

○次回までに訓練法に関する文献を読んでお
く。（120 分） 



 ○次回小テスのために 6〜10 回の授業のま
とめをしておく。（240 分）  
 

第 11 回 

肢体不自由児の訓練と指導の実際  小テスト②   
  肢体不自由児に関しての訓練法の種類と指導の実
際を理解する。  
 

○次回までに心の発達と最近の障害児に関す
る課題を調べておく。（120 分） 
○最終レポートのための構成とまとめ。
（240 分）  
 

第 12 回 

肢体不自由障害児の認知と心の問題 レポート提出  
   肢体不自由に見られる認知機能のシステムを理
解する。 
 

○次回までにてんかんに関する文献を読んで
おく。（120 分） 

第 13 回 

肢体不自由児の⽣理と病理の背景を知る。 
 てんかん発作を中心に脳機能の障害と染⾊体や遺伝
に関する問題を理解する。 
 

○まとめのテストのための授業の振り返りを
しておく。（360 分） 

第 14 回 就学前、就学後の実際 
○まとめのテストのための授業の振り返りを
しておく。（120 分） 

第 15 回 まとめのテストと肢体不自由教育の今日的課題  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED208-
M01 

2.科目名 特別支援教育基礎 （教職） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 栢木隆太郎 

5.授業科目の区分 

・自由科目 
・特別支援教育分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
（＊教員
免許取得
希望者は
必修） 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年⽣〜 

10.取得資格の要件 

・中学校社会科１種教員免
許 
・高等学校公⺠科１種教員
免許 
（上記教員免許取得希望者
は必修） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 ◎教職課程の履修登録者を対象とする。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 特別支援教育の対象となる各種の障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、及びそれ
に伴う学習上または⽣活上の困難、そして、必要とする教育的ニーズなど）を理解し、その
内容から学校の組織や教員等が必要とする知識やスキルについて知る。 
【概要】 
 各種障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う学習上または⽣活上の
困難、そして、必要とする教育的ニーズなど）と共に、インクルーシブ教育の推進について
解説する。 
また、最近の教育的課題となっている通常の学級に在籍する発達障害（LD=学習障害、AD 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目は、DP（デュプロマポリシー）の?「多様性理解」の学修に深く関連している。
主な学習目標は、以下の通りである。 
①各種障害の定義・特性等の知識を習得する。 
?特別な教育的支援を要する児童⽣徒の教育的ニーズを知る。 
?学校の指導体制・支援方法等について理解し、インクルーシブ教育推進のための知識を習
得する。 

19.教科書・教材 特に教科書は使用しない。毎回授業資料を配付する。 

20.参考文献 

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）文部科学省
（2018） 
特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自⽴活動編（幼稚部・小学部・中学部）文部科
学省（2018） 
特別支援学校 高等部学習指導要領 文部科学省（2019） 
特別支援教育の基礎基本（新訂版）国⽴特別支援教育総合研究所（2018）ジアース教育新社 

21.成績評価 
①中間レポート 50% 
②総括試験   50％ 

22.コメント 
 この講義の内容は、各校種（保幼小中高特別支援学校）における特別支援教育の指導場面
では必ず必要とされるものです。望ましい子どもの支援や配慮の在り方について、その基本
を学んでください。 

23.オフィスアワー 授業後に教室または講師控室で質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
 

＜特別支援教育の基本的理念・制度・仕組みなど＞ 
・特別支援学校・幼小中高等学校における特別支援教
育（組織と指導体制など） 
・インクルーシブ教育の推進 
・復習ワークシート 
 

○次回講義の予習 
＝キーワード調べなど 

【第 2 回】 

＜視覚障害・聴覚障害の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 
 

【第 3 回】 

＜知的障害・肢体不自由の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 4 回】 

＜病弱・身体虚弱・情緒障害・言語障害の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 
 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇中間レポート作成 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 5 回】 

＜発達障害（学習障害（LD）・注意欠如多動性障害
（ADHD）・高機能自閉症）の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 
 

〇中間レポート提出 
〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 6 回】 

＜来日外国人児童童⽣徒・帰国した児童⽣徒・性同一
性障害に係る児童⽣徒・被虐待児童⽣徒などの現状と
教育的ニーズ＞ 
・⺟語や日本語の指導体制および必要とする支援の在
り方 
・性同一性障害に係る理解とその支援 
・被虐待により⽣じる教育的課題の理解とその支援 
・復習ワークシート 
 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 7 回】 

＜個別の教育支援計画と個別の指導計画＞ 
・個別の教育支援計画と個別の指導計画の意義とその
作成方法 
・米国の教育における IEP との相違 
・復習ワークシート 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇総括試験対策 
学修内容の総復習 

【第 8 回】 総括試験  
   
   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED208-
y01 

2.科目名 
特別支援教育基礎 （教職 2 年）（5 月 30 日
〜7 月 25 日） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 栢木隆太郎 

5.授業科目の区分 

・自由科目 
・特別支援教育分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
（＊教員
免許取得
希望者は
必修） 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年⽣〜 

10.取得資格の要件 

・中学校社会科１種教員免
許 
・高等学校公⺠科１種教員
免許 
（上記教員免許取得希望者
は必修） 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 ◎教職課程の履修登録者を対象とする。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 特別支援教育の対象となる各種の障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、及びそれ
に伴う学習上または⽣活上の困難、そして、必要とする教育的ニーズなど）を理解し、その
内容から学校の組織や教員等が必要とする知識やスキルについて知る。 
【概要】 
 各種障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う学習上または⽣活上の
困難、そして、必要とする教育的ニーズなど）と共に、インクルーシブ教育の推進について
解説する。 
また、最近の教育的課題となっている通常の学級に在籍する発達障害（LD=学習障害、AD 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目は、DP（デュプロマポリシー）の?「多様性理解」の学修に深く関連している。
主な学習目標は、以下の通りである。 
①各種障害の定義・特性等の知識を習得する。 
?特別な教育的支援を要する児童⽣徒の教育的ニーズを知る。 
?学校の指導体制・支援方法等について理解し、インクルーシブ教育推進のための知識を習
得する。 

19.教科書・教材 特に教科書は使用しない。毎回授業資料を配付する。 

20.参考文献 

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）文部科学省
（2018） 
特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自⽴活動編（幼稚部・小学部・中学部）文部科
学省（2018） 
特別支援学校 高等部学習指導要領 文部科学省（2019） 
特別支援教育の基礎基本（新訂版）国⽴特別支援教育総合研究所（2018）ジアース教育新社 

21.成績評価 
①中間レポート 50% 
②総括試験   50％ 

22.コメント 
 この講義の内容は、各校種（保幼小中高特別支援学校）における特別支援教育の指導場面
では必ず必要とされるものです。望ましい子どもの支援や配慮の在り方について、その基本
を学んでください。 

23.オフィスアワー 授業後に教室または講師控室で質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 
 

＜特別支援教育の基本的理念・制度・仕組みなど＞ 
・特別支援学校・幼小中高等学校における特別支援教
育（組織と指導体制など） 
・インクルーシブ教育の推進 
・復習ワークシート 
 

○次回講義の予習 
＝キーワード調べなど 

【第 2 回】 

＜視覚障害・聴覚障害の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 
 

【第 3 回】 

＜知的障害・肢体不自由の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 4 回】 

＜病弱・身体虚弱・情緒障害・言語障害の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 
 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇中間レポート作成 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 5 回】 

＜発達障害（学習障害（LD）・注意欠如多動性障害
（ADHD）・高機能自閉症）の基礎知識＞ 
・定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う教育的
ニーズなど 
・復習ワークシート 
 

〇中間レポート提出 
〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 6 回】 

＜来日外国人児童童⽣徒・帰国した児童⽣徒・性同一
性障害に係る児童⽣徒・被虐待児童⽣徒などの現状と
教育的ニーズ＞ 
・⺟語や日本語の指導体制および必要とする支援の在
り方 
・性同一性障害に係る理解とその支援 
・被虐待により⽣じる教育的課題の理解とその支援 
・復習ワークシート 
 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇次回講義の予習 
キーワード調べなど 

【第 7 回】 

＜個別の教育支援計画と個別の指導計画＞ 
・個別の教育支援計画と個別の指導計画の意義とその
作成方法 
・米国の教育における IEP との相違 
・復習ワークシート 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習 
〇総括試験対策 
学修内容の総復習 

【第 8 回】 総括試験  
   
   
   
   
   
   



   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED301-
A01 

2.科目名 知的障害者の心理・⽣理・病理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本授業ではまず、知的障害とはどのような状態を言うのかについて学びます。「知的能力
（知 
能）」については多くの考えがありますが、最近では、知的能力は、知能検査の結果や学校
での学習の達成度だけでなく、より広く「自⽴した社会⽣活を送る力」と捉えられていて、
環境の調整や周囲のサポー トによって変化するとされています。知的障害の原因について
は、医学的に明らかなものもありますが、大部分は原因不明である点にも留意しましょう。 
知的障害に併存する障害は多々ありますが，特に特別支援教育で課題となっている自閉症ス
ペクトラムに 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（2）社会的貢献性、(3)多様性理解、(6)
専門的知識 ・ 技能の活用力、の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 
・文部科学省（2018）特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領（平成 
29 年 4 月告示），海文堂出版，484 円 
・その他，授業用に作成した資料と提出用のワークシートを配布します。 

20.参考文献 関連する参考文献は授業の中で紹介します。 

21.成績評価 

① 受講ワークシートの整理(20%) 
② 授業内で実施する小考察課題(20%) 
③ 中間確認小テスト(20%) 
④ 小レポート(20%) 
⑤ 授業全体の確認テスト(20%) 
 

22.コメント 

知的障害や発達障害は「発達の多様性」と考えることができます。発達多様性はそのまま
「障害」ではありません。「障害」と呼ばれる状態は、周囲の人たちや社会との関係で変化
します。環境が変われば「障害」の状態像も変化しうるものだということをしっかり理解し
てください。 

23.オフィスアワー 木曜 4 限（研究室）  水曜 2 限（学修支援室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
オリエンテーション：授業の概要 
「障害」とは ICF の包括モデル 
「知的障害」の意味 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第２回 
知的障害の⽣理・病理１ 
知的障害に関連する疾患，原因についての概要を学ぶ 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第３回 
知的障害の⽣理・病理 
知的障害に併存することの多い疾患：染⾊体異常・て
んかん等 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第４回 
知的障害の⽣理・病理 
知的障害の診断：乳幼児健診での早期発見のポイント 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第５回 知的障害の心理：知的機能を評価する心理検査，適応 ◆ノートパソコン◆ 



機能を評価する心理検査 
知的障害によって⽣じやすい心理 

授業用資料・ワークシート 

第６回 自閉症スペクトラムの心理・⽣理・病理 
◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第７回 重度・重複障害と強度行動障害 ◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第８回 知的障害のある子どもへの療育（就学前の発達支援） 
◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第９回 知的障害のある子どもへの教育：特別支援学校 
◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第１０回 
知的障害のある子どもへの教育：知的障害特別支援学
級 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第１１回 インクルーシブ教育と通級による指導 ◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第１２回 発達障害の基本的理解 ◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第１３回 障害種別特別支援教育の専門性とさまざまな支援制度 
◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第１４回 
タテの接続とヨコの連携：学校内外の連携，個別の教
育支援計画 
まとめ 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料・ワークシート 

第１５回 授業全体の振り返りとまとめ 
最終試験 

◆ノートパソコン◆ 
授業用資料 
最終試験に向けてこれまでの振り返りをして
おきましょう 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED302-
A71 

2.科目名 肢体不自由者の心理・⽣理・病理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義、高田哲 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

脳性まひを中心としたに肢体不自由児の心理・⽣理・病理についての基礎理解を深める。 
肢体不自由児の病理学、⽣理学を中心に大脳の働き、中枢神経系の障害、認知神経心理学的
な障害などについて最近の考え方を踏まえながら医療、教育からの支援について述べる。 
肢体不自由児の心理及び発達と実態把握について概説すると共に、社会参加等の動向に関し
ても分かりやすく紹介し、肢体不自由教育に携わるための基礎的知識を理解する。肢体不自
由児に対する様々な心理学的アプローチによって得られた知見や人に関する心理モデルを知
ることで肢体不自由 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
(2)  問題発見・解決力 
根拠にもとづいて、問題を発見したり解決のアイデアを構想したりする思考力や判断力を身
につけ、問題を解決することができる。 
(3) 専門的知識・技能 の活用力 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を修得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
具体的には以下の通りである。 
・肢体不自由児の心理・⽣理・病理及び発達と実態把握について、自分が研究関心を持った
現実の教育・社会事象を、特別支援教育の体系的な知識や理論を用いて、説明することがで
きる。 
・肢体不自由児の認知・心理機能・⽣理・病理を知ることで、子どもの障害の背景を知り、
認知・心理機能を理解し、いろいろな関わり方を実践することができる。 
・様々な知肢体不自由に関する⽣理・病理・認知・心理学研究等の知見を調べ、問題発見
し、解決の手⽴てを導き出すことができる。 
 

19.教科書・教材 授業中に資料を配布する。 
20.参考文献 授業中に随時紹介する。 

21.成績評価 

・発表及びワークシート 20％ 
・毎回の小テスト 40%                                  
・最終テスト   40％  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回~第８
回 

1.小児の成⻑と発達 
 2.先天異常と染⾊体異常 
 3.先天代謝異常  
 4.代謝異常と内分泌疾患 

毎回のテストを提出する。 



 5.免疫・アレルギー性疾患 
 6.感染症及び呼吸器疾患 
 7.血液・腫瘍性疾患 
 8.消化器、（腎泌尿器疾患） 
9.循環器疾患 
10.神経疾患（けいれん性疾患） 
11.神経疾患（脳性マヒ、発達障害） 
12.筋疾患 
13.小児保健 
14.新⽣児の⽣理と適応 
15.低出⽣体重児 
 

第 9 回 ・肢体不自由とは・肢体不自由の理解 

○肢体不自由の定義について調べてまとめ
る。 
◎ボランティア、インターンシップ等への参
加経験をまとめる。（240 分） 
 

第 10 回 

・肢体不自由児の発達   ・肢体不自由児の発達に
ついて‐早期療育の必要性の観点から‐ 
  
 

 

第 11 回 

・肢体不自由への 3 つのアプローチ（整形外科的ア
プローチ・神経⽣理学的アプローチ・心理教育的アプ
ローチ）の基礎について 
 

 

第 12 回 
・自⽴活動の観点からの肢体不自由への心理教育的ア
プローチについて 
 

 

第 13 回 
・肢体不自由者の認知面の課題と指導・支援の基礎に
ついて  
 

 

第 14 回 
・肢体不自由者のコミュニケーション面の課題と指
導・支援の基礎について 
 

 

第 15 回 
肢体不自由者の心理的課題と保護者支援、授業のまと
め  

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED304-
A01 

2.科目名 知的障害教育 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 

展開科目 
特別支援教育分野にお
ける実務経験がある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 特別支援学校教諭 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 授業の前半では、知的障害のある子どもの示すさまざまな学習上の困難や行動上の問題な
どを応用行動分析学の視点からとらえ、さまざまな技法を適用した望ましい教育的支援の在
り方を講義する。具体的には、なぜ子どもがそのように行動するのかを環境との交互作用か
ら捉え、どのように観察し、どのようにアセスメントし、どのように指導していくのかにつ
いて述べる。 
 授業の後半では、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に関わり、その作成意
義や手続の講義と演習を行う。具体的には、個別の指導計画に基づいた指導プログラムの試
作・ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができる。 
(2)  問題発見・解決力 
根拠にもとづいて、問題を発見したり解決のアイデアを構想したりする思考力や判断力を身
につけ、問題を解決することができる。 
(3) 専門的知識・技能 の活用力 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を修得し、実際を想定した場面で活
用することができる。 
具体的には以下の通りである。 
・知的障害のある子どもの示す学習上及び⽣活上の困難を環境との交互作用の視点から説明
することができる。 
・アセスメントに基づいた子どもの指導目標の設定ができ、基本的な指導プログラムを⽴て
ることができる。 
 

19.教科書・教材 特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 ・「応用行動分析で特別支援教育が変わる」山本淳一・池田聡子著（2005）図書文化 

21.成績評価 

①ワークシート課題提出 20% 
②中間試験  40% 
③総括試験  40% 
 

22.コメント 
この講義の内容は、各校種（保幼小中高特別支援学校）における特別支援教育の指導場面で
は必ず必要とされるものです。応用行動分析学に基づいた、こどものアセスメント・指導プ
ログラムの作成およびその指導技法についての基本を学んでほしいと願っています。 

23.オフィスアワー 水曜日、木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
・授業の概要と評価の説明 

次回講義の予習＝キーワード調べなど（90 
分） 



 

第 2 回 
特別支援教育の概要 
 ・特別支援教育とは ・知的障害とは 
 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分）  
 

第 3 回 
・行動観察と記録の方法 ・観察結果の分析と集
約 ・基本的な行動の原理 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分）  
 

第 4 回 
新しい行動を形成する技法 
・行動の形成化とその促進 ・行動の連鎖化 ・課題
分析 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分）   
 

第 5 回 
望ましい（適切）行動を増やす技法 
・行動の先行条件と後続条件 
 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 
 

第 6 回 

望ましくない（不適切）行動を減らす技法 
・個と環境との交互作用 ・行動問題の持つ機能と発
達との関連  
・行動問題への対応法 
 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 
 

第 7 回 
行動の⽣起を維持させる技法（様々な技法を活用した
指導） 
・強化と強化スケジュール  ・般化 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇中間試験の準備（120 分）  
 

第 8 回 中間試験 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 

第 9 回 
個別の教育支援計画・個別の指導計画 
・個別の教育支援計画・指導計画とは ・作成の意義
とその活用 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 
 

第 10 回 

米国における IEP 
・IEP とは ・IEP の作成と実行 ・保護者及び本人
の権利  
・日米の比較 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 
 

第 11 回 

個別の指導計画と指導プログラムの作成にあたって 
・子どものアセスメントと指導課題  ・指導課題と
その課題分析  
・指導課題に則した指導プログラムの作成  
・指導プログラムの適用と指導評価 

〇配付資料を基に講義内容の理解を深める復
習（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 
 



第 12 回 

指導プログラムの作成の試み? 
＜日常⽣活動作（ADL）の指導①＞ 
・着脱衣・整容・清掃・調理などのアセスメント  
・指導課題とその課題分析 
・指導プログラムの試作と発表  
 

◎試作プログラムの点検と見直し及びその修
正（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 
 

第 13 回 

指導プログラムの作成の試み? 
 ＜日常⽣活動作（ADL）の指導②＞ 
・買い物・交通機関利用・金融機関利用などのアセス
メント  
・指導課題とその課題分析  
・指導プログラムの試作と発表 
 

◎試作プログラムの点検と見直し及びその修
正（90 分） 
〇次回講義の予習＝キーワード調べなど
（90 分） 
 

第 14 回 

指導プログラムの作成の試み? 
＜数の指導  数量概念・基数と序数・加法と減法
（10 以下の数）＞ 
・数量概念のアセスメント ・指導課題とその課題分
析  
＜かな文字の指導＞ 
・「読み・書き」のアセスメント ・指導課題とその
課題分析  
＜指導プログラムの試作と発表＞ 

◎試作プログラムの点検と見直し及びその修
正（90 分） 
〇総括試験への準備（120 分）    
 

第 15 回 授業のまとめと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED305-
A01 

2.科目名 肢体不自由教育 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 

展開 
特別支援教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 3 年 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

肢体不自由児（者）の正しい理解と認識を深めるとともに、肢体不自由教育の実態、教育課
程、指導内容・方法、自⽴活動、進路等について具体的な実践を学ぶこととする。肢体不自
由を主とした特別支援学校及び特別支援学級での教育の中核活動である授業を中心に、「個
別の指導計画」及び「個別の教育支援計画」、並びに評価と授業改善について学習する。さ
らに肢体不自由教育における特徴的な指導にっていて、身体の動き、感覚的アプローチ等の
実践的理論と指導における活用を理解する。それらの学習によって基本的な知識及び技能の
習得を目指し、肢体 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様な文化やその背景を理解し受
け容れる能力（多様性理解）（4）問題発見・解決力の学修に関連しています。 
・教員・社会福祉従事者として、その人がもつ背景や属性、価値観等の多様性を理解し、相
手の⽴場を尊重することができ、地域、保護者、他職種等との連携・協働を行うことができ
る。 
・教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解
し、問題解決に必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な研究・実践方法を選
択・計画し、行動することができる。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①肢体不自由児の教育について、特別支援教育や社会福祉学の概念や理論を用いて説明する
ことができる。 
②肢体不自由教育に関して興味、関心を持って調べることができる。 
③肢体不自由児・者を理解し、個のニーズにあった指導計画の概略を知る事ができる。 

19.教科書・教材 「よくわかる肢体不自由教育」安藤隆男・藤田継道編著 ミネルヴァ書房 

20.参考文献 

筑波大学付属霧が丘特別支援学校編 肢体不自由教育の理念と実践 ジアース教育新社 
文部科学省 特別支援学校学習指導要領解説（幼稚部・小学部・中学部・高等部・自⽴活動
編）  
 

21.成績評価 

自由課題（3０％）  学習目標 ② 
指導略案及び発表（２０％）②③ 
レポート課題（２０％）① 
最終テスト（3０％） ①②③  
 

22.コメント 
ライフステージにそった様々な事象について触れながら、現場で役⽴つ肢体不自由児の教育
課程や具体的な指導法を学んでいきます 

23.オフィスアワー 水・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション ○次回の予習として、肢体不自由関連の書籍



授業シラバスの説明および、最初の導入としての肢体
不自由者理解の説明を行う。 
 

を探し、目を通しておく。（120 分） 

第 2 回 
4/20 

肢体不自由教育の定義と理解 
  肢体不自由の全体像を概観する。 
 

○「Ⅰ 肢体不自由の定義と理解」を予習し
ておく。（120 分） 
◎各自次回発表する特別支援学校の事前調査
とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 3 回 
4/27 

肢体不自由教育の歴史と発展 
 肢体不自由教育が展開されている歴史と今日までの
経過にについて理解する。 
 

○「Ⅲ肢体不自由教育の歴史と発展」につい
て予習しておく。（120 分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 4 回 
5/11 

特別支援教育と肢体不自由教育、そして特別支援学校
の役割 
 特別支援学校のあり方について理解する。 
 

○「Ⅳ特別支援教育の制度と肢体不自由教
育」を予習しておく。（120 分） 
○肢体不自由教育の変遷についてまとめてお
く（120 分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 5 回 
5/18 

肢体不自由教育におけるアセスメントの意義と活用 
 様々なアセスメントの方法と活用について理解を広
げる。  
 

○「Ⅱアセスメントの方法と活用」を予習し
ておく。（120 分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 6 回 
5/25 

教育課程と教科等の指導 
 肢体不自由教育が展開されている学校の取組をもと
に、教育課程や指導の特徴について理解する。 
 

○「Ⅵ教育課程と教科等の指導」を予習して
おく。（120 分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分） 

第 7 回 
6/1 

肢体不自由特別支援学校における個別の指導計画の実
際      
 特別支援学校における個別の指導計画作成に関する
システム作りに焦点を当て、考慮すべき点について理
解する。 
 

○特別支援学校の肢体不自由児を対象にした
個別の指導計画作成例を調べておく。（120
分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 8 回 
6/8 

子どもが輝く授業づくりの基本① 
 特別支援学校における自⽴活動の実際を知る（健康
の保持、心理的な安定、人間関係の形成）。 
 

○「Ⅶ自⽴活動の指導と個別の指導計画」を
読んでおく。（120 分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 9 回 子どもが輝く授業づくりの基本② ○肢体不自由特別支援学校の授業の実際につ



6/15  特別支援学校における自⽴活動の実際を知る（身体
の動き、環境の把握、コミュニケーション）。 
 

いて調べておく。（120 分） 
 ◎各自で次回発表する特別支援学校の事前
調査とプレゼンテーション資料の作成をす
る。（240 分） 
 ○中間レポート作成のための構成とまとめ
（360 分） 

第 10 回 
6/22 

個別の教育支援計画   
  個別の教育支援計画の作成と基礎的理解について
概説する。 
   
 

○小学校における合理的配慮について考えて
おく。（240 分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 11 回 
6/29 

評価と授業改善  
 様々な評価と授業改善について理解する。  
 

○最終レポートのための構成とまとめ。
（240 分）  
◎各グループで次回発表する特別支援学校の
事前調査とプレゼンテーション資料の作成を
する。（240 分）  
 

第 12 回 
7/6 
 

身体の動きの改善を目指した指導    
 姿勢、運動動作を中心とした指導法を理解する。 
 

○動作法関する文献を読んでおく。（120
分） 
◎各自で次回発表する特別支援学校の事前調
査とプレゼンテーション資料の作成をする。
（240 分）  
 

第 13 回 
7/13 

感覚認知面の改善を目指した指導 
  感覚運動、認知面の学習を中心とした指導法を理
解する。 
   
 

○感覚統合に関する文献を読んでおく。
（120 分） 
まとめのテストのための授業の振り返りをし
ておく。（360 分） 
 

第 14 回 
7/20 

コミュニケーションの改善を目指した指導   レポ
ート提出  
 コミュニケーション力の向上を中心とした指導法を
理解する。 

授業の振り返りをしておく。（120 分） 

第 15 回 
7/27 

授業のまとめと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED306-
A71 

2.科目名 病弱教育 3.単位数 2 

4.授業担当教員 平賀健太郎 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

医療を継続的に必要とする病弱児・者への実態と適切な教育的支援について理解できる。小
児医療や病弱教育の歴史的変遷をたどりながら、病弱教育の現代的課題を理解する。また、
病院にある学校等における教育課程と指導法について理解する。具体的事例を通じて、病弱
者に共通する、あるいは代表的な疾患における固有の配慮を理解し、関係者との連携を行い
ながらの適切な教育的支援を考えられるようになる。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

医療を継続的に必要とする病弱児・者への実態と適切な教育的支援について理解できるよう
に学習します。小児医療や病弱教育の歴史的変遷をたどりながら、病弱教育の現代的課題を
理解します。また、病院にある学校等における教育課程と指導法について理解します。具体
的事例を通じて、病弱者に共通する、あるいは代表的な疾患における固有の配慮を理解し、
関係者との連携を行いながらの適切な教育的支援を考えられるようになります。 

19.教科書・教材 
教科書は特に指定しません。 
必要に応じてレジュメを配布します。 

20.参考文献 講義中に紹介します。 

21.成績評価 
定期的な小レポート（30％）  
授業への参加態度（20％） 
最終試験（50％） 

22.コメント 
講義では、病気が理由で、学校に通うことが制限される子どもたちの教育について説明しま
すが、その中で、病気の子どもだけでなく、すべての子どもにとっての教育の意義や役割に
ついて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

23.オフィスアワー 授業の前後にメール等で質問等に対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

講義全体を通じて、講義実施時の状況によってはオン
ライン授業となる可能性もあるため、講義形態、学習
目標および成績評価方法などについて柔軟に対応・変
更できるよう準備を進めます。 
病弱教育の定義と多様な教育の場 

 

 特別支援教育における病弱教育  
 病弱教育と教育課程  
 病弱児に対する自⽴活動の実際  
 病弱児が有する共通の教育・心理的課題  
 病弱児の教科指導  
 糖尿病への教育的支援  
 アレルギー性疾患への教育的支援  
 病弱児の復学支援における前籍校の役割  
 病弱児の復学支援における多職種連携の重要性  
 病弱者と心理的ストレス  
 病弱者の家族の心理とその支援  



 病弱者の自尊感情  
 義務教育以外の病弱教育の現状と課題  
 授業のまとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED310-
M01 

2.科目名 知的障害者の心理 （教職３年のみ） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 栢木隆太郎 

5.授業科目の区分 

・展開科目 
・特別支援教育分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 
特別支援学校教諭 1 種免許
状（知的障害者） 

11.先修条件 
◎教職概論（２年） 
◎特別支援教育基礎（２年） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 

◎先修条件である「教職概論」と「特別支援教育基礎」の 2 科目の単位取得者を対象とす
る。 
◎特別支援学校教員免許取得希望者には必修科目である。 
◎中学校（社会科）・高等学校（公⺠科）教員免許取得希望者においても履修することが望
ましい。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 特別支援教育では、その教育内容の推進と充実が強く求められている。そのためには、知
的障害者の心理を理解することが最も基本となる。このことから、本科目では知的障害者や
発達障害者に関わる心理学的基礎知識を理解することを主な目的とする。 
【概要】 
 幾つかの事例から知的障害の発達特性や認知特性および行動特徴を理解し、知的障害者や
発達障害者の示すさまざまな行動を心理学的な視点から捉え、その教育的支援の在り方を学
ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目は、DP（デュプロマポリシー）の?「多様性理解」?「問題発見・解決力」?コミ
ュニケーションスキルの学修に深く関連している。主な学習目標は、以下の通りである。 
①知的障害者の運動・認知・言語発達などに関する基礎知識を知る。 
?発達特性・認知特性・行動特性などを心理アセスメントにより明らかにし、その結果から
知的障害者の教育的ニーズを導き出すことを知る。 
?教育的ニーズに基づいた具体的な教育的支援策を考える。 

19.教科書・教材 毎回の授業時に資料を配付する。（教科書は使用しない） 

20.参考文献 

「軽度発達障害の心理アセスメント」上野・海津・服部編著（2005）（日本文化科学社） 
「知的障害児の心理学」梅谷・堅田編著 （2006）（田研出版） 
「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）」文部科
学省（2018） 
「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自⽴活動編（幼稚部・小学部・中学部）」文
部科学省（2018） 
「特別支援学校 高等部学習指導要領」 文部科学省（2019） 

21.成績評価 
①ワークシート等提出 20%  
②中間試験      40%  
?総括試験      40% 

22.コメント 

 乳幼児期におけるこどもの発達について十分な知識を持つことは、知的障害児の発達特
性・認知特性・行動特性などを理解する基本となります。 
 また、心理特性を明らかにするアセスメント法を理解し、その結果を解釈することで、よ
り有効な教育的支援策を検討することができます。 

23.オフィスアワー 授業後に教室または講師控室で質問等に対応する。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 オリエンテーション 
・授業の概要 ・評価の説明 ・授業時の留意事項 

○予習=知的障害の定義を調べる 

【第 2 回】 

知的障害の定義 
・教育的判断 ・医学的診断 ・分類 ・原因 ・特
徴など 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=発達障害の定義を調べる 

【第 3 回】 

発達障害の定義 
・教育的判断 ・医学的診断 ・分類 ・原因 ・特
徴など 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「粗大運動「微細運
動」 

【第 4 回】 
知的障害のある子どもの運動 
・粗大運動と微細運動 ・運動発達の原則 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「ゲシュタルトの要
因」 

【第 5 回】 

知的障害のある子どもの認知① 
・視知覚（視覚の機能 ・特性 ・見ることの発達な
ど） 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「聴器・聴力検査・
難聴」 

【第 6 回】 

知的障害のある子どもの認知② 
・聴知覚（聴器 ・聴覚認知のプロセス ・聴性行動
など） 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「短期記憶・⻑期記
憶・ワーキングメモリー」 

【第 7 回】 
知的障害のある子どもの記憶 
・記憶のシステムとプロセスなど 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○中間試験の準備 

【第 8 回】 中間試験 ○予習=「ことばの機能」について調べる 

【第 9 回】 

知的障害のある子どものことばとコミュニケーション
① 
・ことばの発達 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=「補助・代替コミュニケーション」
について調べる 

【第 10 回】 

知的障害のある子どものことばとコミュニケーション
② 
・話ことばのない子どものコミュニケーション 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「自傷行動・常同行
動・攻撃行動・妨害行動・多動行動」 

【第 11 回】 
知的障害のある子どもの行動問題とその対応① 
・行動上の問題とその理解 ・発達との関連など 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「消去・消去急騰・
分化強化」 

【第 12 回】 
知的障害のある子どもの行動問題とその対応② 
・行動上の問題への対応 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=[「発達検査」にはどのようなもの
があるか調べる 

【第 13 回】 

知的障害の心理アセスメント 
・発達検査法の特徴と概要（・KIDS・S-M 社会⽣活
能力検査・随意運動発達検査・フロスティッグ視知覚
発達検査・絵画語い発達検査・新版 K 式発達検査
2001・K-ABCⅡ・WISC-Ⅳなど） 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「個別の指導計画」 

【第 14 回】 
アセスメント結果と教育的支援策 
・個別の指導計画作成への活用 

○復習=授業資料の整理と確認 
○総括試験の準備=講義の総復習 



【第 15 回】 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED310-
y01 

2.科目名 
知的障害者の心理 （2019 ⽣以前）（教職 4
年のみ） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 栢木隆太郎 

5.授業科目の区分 

・展開科目 
・特別支援教育分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 
特別支援学校教諭 1 種免許
状（知的障害者） 

11.先修条件 
◎教職概論（２年） 
◎特別支援教育基礎（２年） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 

◎先修条件である「教職概論」と「特別支援教育基礎」の 2 科目の単位取得者を対象とす
る。 
◎特別支援学校教員免許取得希望者には必修科目である。 
◎中学校（社会科）・高等学校（公⺠科）教員免許取得希望者においても履修することが望
ましい。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 特別支援教育では、その教育内容の推進と充実が強く求められている。そのためには、知
的障害者の心理を理解することが最も基本となる。このことから、本科目では知的障害者や
発達障害者に関わる心理学的基礎知識を理解することを主な目的とする。 
【概要】 
 幾つかの事例から知的障害の発達特性や認知特性および行動特徴を理解し、知的障害者や
発達障害者の示すさまざまな行動を心理学的な視点から捉え、その教育的支援の在り方を学
ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目は、DP（デュプロマポリシー）の?「多様性理解」?「問題発見・解決力」?コミ
ュニケーションスキルの学修に深く関連している。主な学習目標は、以下の通りである。 
①知的障害者の運動・認知・言語発達などに関する基礎知識を知る。 
?発達特性・認知特性・行動特性などを心理アセスメントにより明らかにし、その結果から
知的障害者の教育的ニーズを導き出すことを知る。 
?教育的ニーズに基づいた具体的な教育的支援策を考える。 

19.教科書・教材 毎回の授業時に資料を配付する。（教科書は使用しない） 

20.参考文献 

「軽度発達障害の心理アセスメント」上野・海津・服部編著（2005）（日本文化科学社） 
「知的障害児の心理学」梅谷・堅田編著 （2006）（田研出版） 
「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）」文部科
学省（2018） 
「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自⽴活動編（幼稚部・小学部・中学部）」文
部科学省（2018） 
「特別支援学校 高等部学習指導要領」 文部科学省（2019） 

21.成績評価 
①ワークシート等提出 20%  
②中間試験      40%  
?総括試験      40% 

22.コメント 

 乳幼児期におけるこどもの発達について十分な知識を持つことは、知的障害児の発達特
性・認知特性・行動特性などを理解する基本となります。 
 また、心理特性を明らかにするアセスメント法を理解し、その結果を解釈することで、よ
り有効な教育的支援策を検討することができます。 

23.オフィスアワー 授業後に教室または講師控室で質問等に対応する。 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 オリエンテーション 
・授業の概要 ・評価の説明 ・授業時の留意事項 

○予習=知的障害の定義を調べる 

【第 2 回】 

知的障害の定義 
・教育的判断 ・医学的診断 ・分類 ・原因 ・特
徴など 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=発達障害の定義を調べる 

【第 3 回】 

発達障害の定義 
・教育的判断 ・医学的診断 ・分類 ・原因 ・特
徴など 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「粗大運動「微細運
動」 

【第 4 回】 
知的障害のある子どもの運動 
・粗大運動と微細運動 ・運動発達の原則 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「ゲシュタルトの要
因」 

【第 5 回】 

知的障害のある子どもの認知① 
・視知覚（視覚の機能 ・特性 ・見ることの発達な
ど） 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「聴器・聴力検査・
難聴」 

【第 6 回】 

知的障害のある子どもの認知② 
・聴知覚（聴器 ・聴覚認知のプロセス ・聴性行動
など） 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「短期記憶・⻑期記
憶・ワーキングメモリー」 

【第 7 回】 
知的障害のある子どもの記憶 
・記憶のシステムとプロセスなど 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○中間試験の準備 

【第 8 回】 中間試験 ○予習=「ことばの機能」について調べる 

【第 9 回】 

知的障害のある子どものことばとコミュニケーション
① 
・ことばの発達 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=「補助・代替コミュニケーション」
について調べる 

【第 10 回】 

知的障害のある子どものことばとコミュニケーション
② 
・話ことばのない子どものコミュニケーション 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「自傷行動・常同行
動・攻撃行動・妨害行動・多動行動」 

【第 11 回】 
知的障害のある子どもの行動問題とその対応① 
・行動上の問題とその理解 ・発達との関連など 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「消去・消去急騰・
分化強化」 

【第 12 回】 
知的障害のある子どもの行動問題とその対応② 
・行動上の問題への対応 
・復習ワークシート 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=[「発達検査」にはどのようなもの
があるか調べる 

【第 13 回】 

知的障害の心理アセスメント 
・発達検査法の特徴と概要（・KIDS・S-M 社会⽣活
能力検査・随意運動発達検査・フロスティッグ視知覚
発達検査・絵画語い発達検査・新版 K 式発達検査
2001・K-ABCⅡ・WISC-Ⅳなど） 

○復習=授業資料の整理と確認 
○予習=キーワード調べ「個別の指導計画」 

【第 14 回】 
アセスメント結果と教育的支援策 
・個別の指導計画作成への活用 

○復習=授業資料の整理と確認 
○総括試験の準備=講義の総復習 



【第 15 回】 総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED401-
A09 

2.科目名 聴覚障害・視覚障害教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄田和子、北出勝也 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

聴覚障害教育・視覚障害教育に関する基本的な内容を講義する。聴覚障害に対する心理・⽣
理・病理面からの理解を基盤として、わが国の聴覚障害教育の全体像を把握し、聴覚に障害
のある幼児・児童・⽣徒のニーズに対応した教育と支援を進めるための基本的な方法を学
ぶ。また、視覚障害および発達障害にみられる視機能・視覚認知の問題について理解し、そ
の教育と支援を進めるための基本的な方法を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．聴覚障害教育の基本的な知識を身につける。 
２．視覚障害および発達障害の視機能・視覚認知の問題に関する基本的な知識を身につけ
る。 
３．聴覚障害教育の実際について、各発達段階において展開される具体的な教育内容と方法
を理解す 
       る。 
４．視覚障害および発達障害の視機能・視覚認知の問題への教育法・支援法について理解す
る。 
５．聴覚障害教育および視覚障害教育の望ましい教育のあり方について自ら考える姿勢を身
につけ  
       る。  
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
聴覚障害５０％ （5 回の小テスト２５％ レポート２５％） 
視覚障害５０％ （5 回の小レポート） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 4
月 14 日 

【聴覚障害① ⻄田】 
 聴覚障害とは 
・小テスト 

 

第 2 回 4
月 21 日 

【聴覚障害② ⻄田】 
 聴覚の機能（耳の構造） 
・小テスト 

 

第 3 回 4
月 28 日 

【聴覚障害③ ⻄田】 
 聴覚検査 
 補聴器 人工内耳 
・小テスト 

 

第 4 回 5
月 12 日 

【聴覚障害④ ⻄田】 
 言語とコミュニケーション 

各自持参するもの 
紙コップ・ストロー・手鏡 



 早期発見と家族支援 
・小テスト 

第 5 回 5
月 19 日 

【聴覚障害⑤ ⻄田】 
 聴覚障害教育の歴史 
・小テスト 

 

第 6 回 5
月 26 日 

【聴覚障害⑥ ⻄田】 
 聴覚障害児の早期教育  

第 7 回 6
月 2 日 

【聴覚障害⑦ ⻄田】 
 聴覚障害児の教育と支援  

第 8 回 6
月 9 日 

【聴覚障害⑧ ⻄田】 
 聴覚障害児の社会⽣活と⽣涯教育 
・レポート 

 

第 9 回 6
月 16 日 

【視覚障害① 北出】 
 視力・視機能と学習 

 

第 10 回 6
月 23 日 

【視覚障害② 北出】 
 視知覚・視覚認知と学習 

 

第 11 回 6
月 30 日 

【視覚障害③ 北出】 
 通級指導・通常教室における視覚支援について  
 相⽣市 教諭  仲本義規先⽣ 
・小レポート 
 

 

第 12 回 7
月 7 日 

【視覚障害④ 北出】 
 小学校全体で取り組む事例紹介   
 神⼾市 養護教諭 菊池先⽣ 
・小レポート   
 

 

第 13 回 7
月 14 日 

【視覚障害⑤ 北出】 
 通級指導教室における実際の視覚支援について  
 和泉市⽴国府小学校 井阪幸恵先⽣ 
・小レポート   
 

 

第 14 回 7
月 21 日 

【視覚障害⑥ 北出】 
 特別支援教室における実際の視覚支援について  
 常滑市⽴大野小学校 公文美貴先⽣ 
・小レポート   
 

 

第 15 回 7
月 28 日 

【視覚障害⑦ 北出】 
 小学校全体で取り組む事例紹介  
   神⼾市 教諭 後藤幸子先⽣   
・小レポート  
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED402-
A01 

2.科目名 重複障害教育総論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 

展開 
特別支援教育分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 特支 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

重複障害に関する基本的知識と重複障害のある幼児児童⽣徒への指導・支援に関する基本的
知識を身につける。特に、自⽴活動を中心とした重複障害等への指導についての理解を深め
る。 
この科目では、自閉症等の重度行動障害、肢体不自由等の重度重複障害について学ぶ。特
に、重複障害のある子どもの心と行動を理解するために、発達的観点と心理学的観点を基本
に置き、心理・⽣理・病理を解説し、教育的支援の実践的基礎を学ぶ。また、具体的なアセ
スメントの方策や実践的な援助の仕方を学ぶことで、現場で役⽴つ理論と実践を身につけ個
別の指導計画の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ディプロマポリシーの多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力と問題発見・解決力に
関連しています。 
教員・社会福祉従事者として、その人がもつ背景や属性、価値観等の多様性を理解し、相手
の⽴場を尊重することができ、地域、保護者、他職種等との連携・協働を行うことができ
る。 
教員・社会福祉従事者として、教育や福祉の現場の諸課題についての問題を発見･理解し、
問題解決に必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な研究・実践方法を選択・
計画し、行動することができる。 
本科目の学習目標 
①重複障害に関して、興味を持って調べようとし、学習の過程の中で新しい発見をし、重複
障害への効果的指導法を論述できる。  
②重複障害を理解し、個のニーズに合った指導計画の概略が作成でき、指導上の問題解決を
図る能力を身につける。 
③重複障害への対応体系の全体像と特別支援教育の基本的知識を身につける。 
④重複障害の特性（心理、⽣理、病理）についての基本的理解をする。 
⑤重複障害への指導の基本的理解をする。 
 これらの学習によって基本的な知識及び技能の習得を目指し、重複障害のある子ども一人
ひとりへの具体的な支援の手⽴てを考えていく。指導現場での様々な事象や現象について触
れながら重複障害の心理、⽣理及び指導法を理解し、将来の進路に向けた資質向上につなが
るようにする。  
 

19.教科書・教材 必要に応じてプリントを配布する。 

20.参考文献 
中尾繁樹/「特別」ではない特別支援教育② みんなの「自⽴活動」 特別学校編/明治図書 
文部科学省/特別支援学校学習指導要領解説 自⽴活動編/海文堂 
 

21.成績評価 
レポート課題  3０％ 学習目標① 
グループワーク・演習 3０％ ②③④ 



総括試験 ４０％ ①③④⑤ 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション・シラバスの説明・授業の内容に
ついて 

重複障害について調べておく 

第 2 回 

重複障害の概念 
  重複障害とはなにか  
   
 

強度行動障害について調べておく。（１２０
分） 

第 3 回 
重複障害の⽣理と病理について  
  中枢神経の障害と二次障害 
 

中枢神経の機能ついて調べておく。（１２０
分） 

第 4 回 
重複障害に関する教育課程について  
  教育課程の基本的枠組みと特例について 
 

教育課程編成における重複障害の特例につい
て予習しておく。（１２０分） 

第 5 回 
重複障害児の実態把握  
  重複障害児の心理教育的アセスメント 
 

教育現場で活用できる発達検査について調べ
ておく。 （２４０分） 

第 6 回 
重度重複障害児の指導内容と方法① 
  様々の指導支援方法と特別支援学校での指導の実
際 

特別支援学校における実践例を調べておく。
（１２０分） 

第 7 回 
重度重複障害児の指導内容と方法② 
  様々の指導支援方法と特別支援学校での指導の実
際 

特別支援学校における実践例を調べておく。
（１２０分） 

第 8 回 
医療的ケアの実際  
  医療的ケアを必要とする幼児児童⽣徒への対応 

医療的ケアについて調べておく。（１２０
分） 

第 9 回 
重度重複障害の指導の実際①  
  感覚運動・認知の指導  
 

重度重複障害児への指導について調べてお
く。（１２０分） 

第 10 回 
重度重複障害の指導の実際② 
  動作学習 による指導 
 

重度重複障害児への指導について調べてお
く。（１２０分） 

第 11 回 
重度重複障害の指導の実際③ 
  コミュニケーションの指導 
 

重度重複障害児への指導について調べてお
く。（１２０分）  
 

第 12 回 
重度重複障害の指導の実際④ 
  授業づくり 
 

重度重複障害児への指導について調べてお
く。（１２０分）   
 

第 13 回 
重度重複障害と医療  
  薬物療法と医療的ケア   
 

医療的ケアについて復習しておく。（１２０
分）  
   
 

第 14 回 学校卒業後への移行支援 
重度重複障害児への指導・支援についてまと
めておく。（１２０分） 

第 15 回 授業のまとめと総括試験  



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SED403-
A01 

2.科目
名 

教育実習(特別支援学校) 
3.単位
数 

3 

4.授業担当教員 梶正義、鳥居深雪、中尾繁樹 

5.授業科目の区分 

展開科目 
特別支援教育分野
における実務経験
のある教員による
授業科目 

6.必
修・ 
選択の
区分 

選択 
7.開講学
期・ 

年度 

2022 年度 春学
期〜秋学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こども学専攻 
9.履修学
年 

４年 

10.取得資格の要件  
11.先修条
件  

12.研究室 ※ 13.電話番
号 

※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形
態 

講義、実習 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育
の実際場面での研究と指導力を高めることがねらいである。 
 そのため、教育実習にあたっては、その意義や目的、教育指導上基
本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。 
 実習事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習
のみでなく、教師としてのあり方、姿勢も含め、きわめて重要な学習
であるといえる。 
 教育実習は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとする
ものであるので、事前事後指導の学習が実習だけでなく、今後の進路
に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学科目標 
知り得た知識、経験を総合化し、まとめることができる。 
・特別支援学校の実習に向けて、教室内外で学習した知識と、自らの
経験とその振り返りの成果を総合化し、卒業研究、教育実習等に体系
的にまとめることができる。 
学習ベンチマーク 
＜自律性＞ 自分の行動や発言、役割や⽴場に責任があることを自覚
し、ものごとを最後まで遂行できる。 
・特別支援学校での実習に必要な協働的な活動で、自分の役割を理解
し、最後までやり遂げたことについて改善点を整理することができ
る。 
＜思考／判断力＞よりよい問題解決のために、偏った判断をしない公
正さを保ち、その時・その場の状況（TPO）に応じて、判断したり、
アプローチの仕方を変えたりしながら、道筋を⽴てて論理的に考える
ことができる。 
・特別支援学校における教育活動の仕組み、専門領域の知識を理解し
活用できる。 
 

19.教科書・教材 ・関⻄国際大学特別支援学校教育実習ハンドブック 
20.参考文献 文部科学省特別支援学校学習指導要領 



文部科学省特別支援学校学習指導要領自⽴活動解説書 
 

21.成績評価 

①実習のための知識や技能を習得するための教材研究。 
②実習で学んだことを振り返りまとめる。 
③指導案の作成と検討会 
④事前調査（実習予定校に関して調べまとめる。）  
指導案の作成・教材作成   ２０％ 
特別支援学校実習    ６０％ 
発表・レポート・検討会 ２０％  
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回目 
4/13 

オリエンテーション 科目のねらい・学
習の進め方・ルール・評価について  
  昨年度の教育実習から        
連絡事項  
プロローグ  特別支援学校教育の概
要・役割    特別支援学校教師に期
待されるもの   特別支援学校教育実
習の意義と目的  児童⽣徒理解  
 

○実習校の調査（120 分） 

第 2 回目 4/20 

特別支援学校学習指導の実際①  授業
参観（CD を見て） 
  授業参観記録の書き方（参観の視
点・ポイント） 
教育実習全体の流れ 
 教育実習の心得・心構え・・・積極的
に教育現場に学ぶための心構え、規範意
識、服装、挨拶、言葉づかい 
 

○指導案作成に関して、文献及
び昨年度までのものを参考に研
究（120 分） 

第 3 回目 4/27 

特別支援学校の１日・教員の１日（神⼾
市 S 校の場合） 
  特別支援学校の教育実習の内容① 
A 学校経営・教育課程・学校行事 B 
学校安全・安全管理・学校保健   F 
職員研修・職員会・各委員会 
   指導案検討① 
 

○次回までに指導案作成①
（240 分） 

第 4 回目 5/11 

特別支援学校教育実習の内容② C 学
年経営・学級経営・集団づくり    
D 移動介助、給食介助 E 学校給食・
食育教育 
特別支援学校学習指導の実際②  指導
略案 形式と内容（学習活動・留意点・
支援・評価・発問と板書・・・）    
指導案検討② 
 

○次回までに指導案作成②
（240 分） 



第 5 回目 5/18 

特別支援学校学習指導の実際③ 学習指
導案 形式と内容（単元目標・指導にあ
たって・趣旨・指導計画・評価・ 教材
観・児童観・指導観・・・本時の学
習・・・・・） 
指導案検討③  
 

○次回までに指導案作成③
（240 分） 

第 6 回目 5/25 

実習日誌・各記録の書き方   資料整
理のし方   挨拶文作成（はじめと終
わり・お礼の手紙）   連絡事
項                         
指導案検討④ 

○次回までに指導案作成④
（240 分） 

第 7 回目 6/ 1 
 

指導案検討⑤。 指導案等作成、教材準
備も、事前打ち合わせを含む 

○次回までに指導案作成⑤
（240 分） 

第 8 回目 6/8 
特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出 

○次回までに指導案作成⑥
（240 分） 

第 9,10,11,12,15   回目 6/15,22,29, 
7/6, 27 

特別支援学校教育実習    実習日
誌、指導案、各種記録の提出 

○次回までに指導案作成⑦
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 13 回目 7/13 
特別支援学校教育実習報告会。 実習日
誌、指導案、各種記録の提出 

○次回までに指導案作成⑧
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 14 回目 7/20 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出 
指導案検討  
 

○次回までに指導案作成⑨
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 16,17 回目 9/27, 10/4 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                      
実習日誌、指導案、各種記録の提出 
指導案検討  
 

○次回までに指導案作成⑩
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 18,19,20,22,23,24,25,28,30 回目 
10/11,10/18,10/25,11/8,11/15,11/22, 
11/29,12/20,1/17 

特別支援学校教育実習。 （実習時間 
９０時間 実時間と指導案等作成、教材
準備も、事前打ち合わせを含む） 

○次回までに指導案作成⑪
（240 分） 
○記録のまとめ 

第 21,26,27 回目 11/1,12/6,12/13 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出       
指導案検討⑦⑧ 

記録整理 

第 29 回目 1/10 
 

特別支援学校教育実習報告会  振り返
り討議                    
実習日誌、指導案、各種記録の提出  
特別支援学校教育実習全体のまとめ    
教育実習の成績評価について 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y01 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅰ （1/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、企業や地域団体と連携しながら、実社会に根ざした問題群をテーマとして取
り上げ、それらのも代を解決するため「Team」あるいは「Learning Community」を形成
し、これまで学んだ知識や技術を統合的に活用しながら共同で探求活動を行います。その探
求活動の過程において、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、議論
の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他社への理解や共感、不足する知識や技術への気
づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力など様  々

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指します。 
本科目の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力「マーケティングの知
識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技能を活用して、既存の課題の解決と新た
な企画・提案ができる」）に関連しています。 
■学習目標 
(1)学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができ
る。 
(2)課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
(3)他社貢献の意味を理解し、チームビルディングに主体的に参加しチームに貢献すること
ができる。 
(4)ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えるこ
とができる。 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らこうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績はルーブリックにもとづき評価します。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：30% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：40% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記項目での活動や学びの振り返り（e ポートフォリオにアップロードする）：20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみでは不十分であり、積極的な活動がプ
ロジェクト遂行には不可欠です。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮してくだ
さい。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要があります。スマートフォンではファイ
ルのレイアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加
は認めません。 



連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要があります。 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノート PC 持参 
講義内容を各自でまとめる。 

第 02 回 
＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・キャリア情報 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
＜外部講師講義①＞ 
関⻄エアポートオペレーションサービス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑ 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 04 回 ＜外部講師講義②＞ 
孫文記念館 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 05 回 

＜外部講師講義③＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 06 回 

＜外部講師講義 まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめる。 
■関連する業界について調べてまとめる。 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 07 回 
＜外部講師講義 発表＞ 
■前回の授業でまとめた内容を発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 08 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 09 回 

＜FW＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 



ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 10 回 

＜FW の振り返り＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 11 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

共同実施 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 12 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修③＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修④＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別グループ別発表 
ノート PC 持参 
○講義内容を各自でまとめる。 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■外部講師の講義や関連する業界研究の成果を e ポ
ートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） ） 

共同・各ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y02 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅰ （2/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、企業や地域団体と連携しながら、実社会に根ざした問題群をテーマとして取
り上げ、それらのも代を解決するため「Team」あるいは「Learning Community」を形成
し、これまで学んだ知識や技術を統合的に活用しながら共同で探求活動を行います。その探
求活動の過程において、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、議論
の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他社への理解や共感、不足する知識や技術への気
づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力など様々な学びによ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本科目の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力「マーケティングの知
識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技能を活用して、既存の課題の解決と新た
な企画・提案ができる」）に関連しています。 
■学習目標 
(1)学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができ
る。 
(2)課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
(3)他社貢献の意味を理解し、チームビルディングに主体的に参加しチームに貢献すること
ができる。 
(4)ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えるこ
とができる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績はルーブリックにもとづき評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：30% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：40% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記項目での活動や学びの振り返り（e ポートフォリオにアップロードする）：20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 



連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 
23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
4/14 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
 

第 02 回 
4/21 

＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・キャリア情報 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
4/28 

＜外部講師講義①＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑  
 

共同実施 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 04 回 
5/12 

＜外部講師講義②＞ 
孫文記念館 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 05 回 
5/19 

＜外部講師講義③＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

共同実施 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 06 回 

＜外部講師講義 まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめる。 
■関連する業界について調べてまとめる。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
講義内容を各自でまとめる 

第 07 回 
＜外部講師講義 発表＞ 
■前回の授業でまとめた内容を発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 10 回 

＜FW の振り返り＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 11 回 ＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■外部講師の講義や関連する業界研究の成果を e ポ
ートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y03 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅰ （3/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、企業や地域団体と連携しながら、実社会に根ざした問題群をテーマとして取
り上げ、それらのも代を解決するため「Team」あるいは「Learning Community」を形成
し、これまで学んだ知識や技術を統合的に活用しながら共同で探求活動を行います。その探
求活動の過程において、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、議論
の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他社への理解や共感、不足する知識や技術への気
づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力など様々な学びによ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本科目の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力「マーケティングの知
識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技能を活用して、既存の課題の解決と新た
な企画・提案ができる」）に関連しています。 
■学習目標 
(1)学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができ
る。 
(2)課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
(3)他社貢献の意味を理解し、チームビルディングに主体的に参加しチームに貢献すること
ができる。 
(4)ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えるこ
とができる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績はルーブリックにもとづき評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：30% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：40% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記項目での活動や学びの振り返り（e ポートフォリオにアップロードする）：20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 



連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 

23.オフィスアワー 学修支援センター：月曜日昼 
個人研究室５−３０８：木曜日昼 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
4/14 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
 

第 02 回 
4/21 

＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・キャリア情報 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
4/28 

＜外部講師講義①＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑  
 

共同実施 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 04 回 
5/12 

＜外部講師講義②＞ 
孫文記念館 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 05 回 
5/19 

＜外部講師講義③＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

共同実施 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 06 回 

＜外部講師講義 まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめる。 
■関連する業界について調べてまとめる。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
講義内容を各自でまとめる 

第 07 回 
＜外部講師講義 発表＞ 
■前回の授業でまとめた内容を発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ
ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 10 回 

＜FW の振り返り＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 11 回 
＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■外部講師の講義や関連する業界研究の成果を e ポ
ートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN102-
Y04 

2.科目名 プロジェクト・マネジメント演習Ⅰ （4/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、企業や地域団体と連携しながら、実社会に根ざした問題群をテーマとして取
り上げ、それらのも代を解決するため「Team」あるいは「Learning Community」を形成
し、これまで学んだ知識や技術を統合的に活用しながら共同で探求活動を行います。その探
求活動の過程において、ものごとの見方や考え方、資料・データの収集と分析の方法、議論
の進め方、柔軟な発想力、深く考える力、他社への理解や共感、不足する知識や技術への気
づきと自己能動的学習による知識や技術の修得、プレゼンテーション力など様々な学びによ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業では、地域や企業との連携によるプロジェクトマネジメントへのグループワークと
しての取り組みを通じて、チーム内でのコミュニケーション能力、多様性の理解、課題発
見・対応力、専門知識とスキルの活用力、ビジネスマナーの修得を目指す。 
本科目の学習目標は、DP1（自⽴的で主体的な態度）、DP2（社会に能動的に貢献する姿
勢）、DP4（問題発見・解決力）、DP6（専門的知識・技能の活用力「マーケティングの知
識・手法に基づき、観光産業で求められる知識・技能を活用して、既存の課題の解決と新た
な企画・提案ができる」）に関連しています。 
■学習目標 
(1)学んだ知識や技能を統合的に活用することにより課題を発見し、解決することができ
る。 
(2)課題解決あるいは目標達成のために必要となる知識・技能の不足に気づき、それを補う
ための主体的学習ができる。 
(3)他社貢献の意味を理解し、チームビルディングに主体的に参加しチームに貢献すること
ができる。 
(4)ビジネスマナーや知識を身につけ、プロジェクトに取り組むモチベーションを備えるこ
とができる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 

20.参考文献 
指定する参考文献はないが、メディア･ライブラリーやキャリアサポート室、学修支援室等
にビジネスマナーや業界情報、キャリア関連書籍が多数所蔵されている。必要と考えれば自
らおうした情報にアクセスし、情報蓄積やスキルアップを狙って欲しい。 

21.成績評価 

成績はルーブリックにもとづき評価する。 
①外部講師の講義におけるワークシートや発表：30% 
②連携先との取り組みに関するワークシートや発表：40% 
③キャリアセンターからの講義や説明会：10％ 
④上記項目での活動や学びの振り返り（e ポートフォリオにアップロードする）：20% 

22.コメント 

本授業は演習科目であるため単に教室で聞く姿勢のみで不十分であり、積極的な活動がプロ
ジェクト遂行には不可欠である。学⽣はその点をよく理解してチームワークを発揮して欲し
い。PC は毎回利用するので、必ず持参する必要がある。スマートフォンではファイルのレ
イアウトが崩れるケースや Office の機能が異なるため、スマートフォンのみでの参加は認め
ない。 



連携先との取り組みに関わるため、ビジネスマナーを身につける必要がある。 
23.オフィスアワー 個人研究室：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
4/14 

＜オリエンテーション＞ 
■ 授業の目的と進め方 
■ プロジェクトマネジメントとは 
■2 回⽣の学修の流れ 
 

共同実施 
ノートＰＣ持参 
 

第 02 回 
4/21 

＜キャリアワーク①＞ 
マナー講座（対面・遠隔）・キャリア情報 

共同実施 
質問などを準備 
ノート PC 持参 
講義内容をまとめる 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 03 回 
4/28 

＜外部講師講義①＞ 
関⻄エアホ?ートオヘ?レーションサーヒ?ス株式会社 
石 川 浩 司 ISHIKAWA KOJI 取締役 社⻑  
 

共同実施 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 04 回 
5/12 

＜外部講師講義②＞ 
孫文記念館 

共同実施 
質問など準備 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 05 回 
5/19 

＜外部講師講義③＞ 
Marriott Hotel グループ MOXY 本町 HOTEL  
総支配人 
田口健様 

共同実施 
ノート PC 持参 
次回の外部講師について調べ、質問を作成し
てくる 

第 06 回 

＜外部講師講義 まとめ＞ 
■講義内容を各グループでまとめ、概要、発見したこ
と、驚いたこと、そして自らの疑問とそれに対する調
べた結果をまとめる。 
■関連する業界について調べてまとめる。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
講義内容を各自でまとめる 

第 07 回 
＜外部講師講義 発表＞ 
■前回の授業でまとめた内容を発表する。 
■聞いている学⽣は、そのプレゼンを評価する。 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 08 回 

＜FW 事前学修＞または＜連携先の事前学修＞ 
■ゼミ別フィールドワークの準備、または連携先の事
前学修 
■目的と目標の説明 
■行程の説明 
■連携先の業界研究・企業研究 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 09 回 

＜FW＞ 
■ゼミ別でフィールドワークを実施する 
■フィールドワークを実施しないゼミは、課題や取り
組みについての調査、あるいは課題解決に必要なスキ
ル等の学修 
※フィールドワークのスケジュールは、連携先やコロ

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 



ナウィルス感染状況などによって変更になる可能性が
ある 

第 10 回 

＜FW の振り返り＞ 
■フィールドワークの振り返り 
■フィールドワークを実施しなかったゼミは、課題や
取り組みについての調査、あるいは課題解決に必要な
スキル等の学修 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 11 回 ＜キャリアワーク②＞ 
マイナビ・SPI 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 12 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

共同実施 
ノート PC 持参 

第 13 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 14 回 

＜連携先の課題や取り組みについての学修＞ 
各ゼミの取り組みに応じて、以下の学修を行う 
■連携先の課題の発見・理解 
■連携先の課題解決に必要なスキルの学修 
■連携先の課題解決案の策定 
■PBL 型インターンシップについての学修・目標設
定 
■上記の発表 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅰの総括と振り返り
＞ 
■外部講師の講義や関連する業界研究の成果を e ポ
ートフォリオに記載 
■フィールドワークや課題学修の成果を e ポートフ
ォリオに記載 
■インターンシップの準備状況を e ポートフォリオ
に記載（参加学⽣のみ） 

ゼミ別実施 
ノート PC 持参 
※これまでの課題を持参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A01 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「基礎演習」を発展させ、研究テー
マの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要なライティングスキルの向上などに自発
的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
 専門演習Ⅰ･Ⅱを通して課題解決学習（PBL）に取り組みます。「地域や実践現場の多様な
課題に基づいた保育･教育・福祉の『安心･安全』とは？」をメインテーマに、各実践現場の
喫緊の課題である「安心･安全」を脅かす要因にについて調査･研究し、具体的な解決策を提
案します。 
 専門演習Ⅰでは、 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律的で主体的な態度（自律性） ②社会に能動的に貢献する
姿勢（社会的貢献性）④問題発見・解決力 ⑤コミュニケ―ションスキルに関連していま
す。 
①経験学習を基に、現場で「安全･安心」の脅威となる事案を捉えることができる。 
②テーマに沿って、課題解決のための情報収集をすることができる。 
③課題解決に向けて収集した情報を分析することができる。 
④自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料を整理することができる。 
⑤自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料から自分の考えを論述できる。 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■課題 1：文献の要約 20% 学習目標①・②に対応 
・１つ文献を収集し、要約・発表する（20%） 
■課題 2：文献リストの作成 10% 学習目標③・④に対応 
・テーマに関連した文献・資料リストを作成する 
■課題 3（発信）：ポスター・模擬授業・模擬保育等 20% 学習目標①･⑤に対応 
■課題 4：最終レポート 20% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題「保育所・幼稚園・小学校の子どもを取り巻く今日的課題について」 
■ 課題 5：具体的講話に関する事後レポートと kuis ドリル 30％  
・要約文(web-clas 

22.コメント 

２回⽣は教育・保育分野における進路を決定していくための重要な時期となります。また、
教育・保育分野に関する専門的な授業も増えます。この演習においては、これから始める授
業や体験学習などからヒントを得て、今日的な課題を見つけ出し、さまざまな情報を集め、
卒論の作成に向けて適切な準備が出来るようにしていきましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
4/12 オリエンテーション  〇履修内容の点検を行う。特に実習や、資格



前半：合同  
■ 新しい学年を迎えるにあたっての心構えと具体的
方策  
■ 履修ガイダンス 資格・進路に関わる履修登録の
確認 
後半：ゼミアワー  
■ ゼミ内における係の選出 
■これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
 

取得について注意する。（120 分） 
〇kuis ドリル(30 分) 
 

4/19 

プロジェクト「実践現場での多様な課題に基づいた保
育･教育･福祉の『安全･安心』とは？」について 
〇経験学習の振り返りと課題の表出 
・これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
・経験学習における自身の課題を見付ける 
 

〇経験学習から捉えた現場での「安全･安
心」を脅かす事例についてまとめる(60 分) 
〇kuis ドリル（30 分） 
 

4/26 

課題解決に向けて 
〇「安全･安心」を脅かす課題をどのように解決する
か考える 
・経験学習での学びから 
・グループ内での相互の話合いから 
 

〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/10 

課題解決に向けて 
〇グループ内で話し合い、調査方法について考える 
・情報収集の方法 
・情報整理の方法。 

〇課題解決に向けての情報収集の方法につい
てのまとめ(60 分) 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/17 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等 

〇【課題 1】自身で選択した文献を要約する 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/24 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等  
 

〇【課題 2】文献リストの作成(60 分)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/31 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理① 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/7 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理② 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60) 
★【課題 2】の提出  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/14 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

〇【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、
要約文を作成し、WebClass に提出する。
（60 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/21 
課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する① 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 



・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の方法について話し合う 

・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/28 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する② 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/5 

発信 
〇ポスター発表 
・グループのこれまでの成果物をポスターにまとめて
プレゼンテーションを行う 
〇模擬授業・模擬保育 
・学習の成果として模擬授業･模擬保育を行う 
 

【課題 4】の作成 （90） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/12 

客観的データから自分の考えを再内化する 
〇ポスター発表・模擬授業・模擬保育での他者からの
評価及び自らの気づきをふまえ、最終的なレポート完
成を進める。 

〇【課題 4】の提出 

7/19 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、要
約文を作成し、    WebClass に提出す
る。（60 分） 

7/26 

前半:合同  
キャリアプログラム   
■ 就職活動スケジュールと最近の就職活動環境等(キ
ャリアセンター) 
■ 公⽴小学校 ・幼稚園採用試験対策スケジュールと
最近の状況分析 
■ 公⽴保育所・私⽴保育園、施設等採用試験対策ス
ケジュールと最近の状 況分析  
後半:ゼミアワー    
■ 春学期のまとめ   
■ 秋学期に向けての課題 
  アドバイザーによる文献紹介 
 

〇学習内容についての成果(evidence)を整理
し、e-portfolio 等に記録する。（150 分）  
〇夏休みの行動計画の策定。（90 分）   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A02 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「基礎演習」を発展させ、研究テー
マの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要なライティングスキルの向上などに自発
的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
 専門演習Ⅰ･Ⅱを通して課題解決学習（PBL）に取り組みます。「地域や実践現場の多様な
課題に基づいた保育･教育・福祉の『安心･安全』とは？」をメインテーマに、各実践現場の
喫緊の課題である「安心･安全」を脅かす要因にについて調査･研究し、具体的な解決策を提
案します。 
 専門演習Ⅰでは、 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律的で主体的な態度（自律性） ②社会に能動的に貢献する
姿勢（社会的貢献性）④問題発見・解決力 ⑤コミュニケ―ションスキルに関連していま
す。 
①経験学習を基に、現場で「安全･安心」の脅威となる事案を捉えることができる。 
②テーマに沿って、課題解決のための情報収集をすることができる。 
③課題解決に向けて収集した情報を分析することができる。 
④自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料を整理することができる。 
⑤自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料から自分の考えを論述できる。 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■課題 1：文献の要約 20% 学習目標①・②に対応 
・１つ文献を収集し、要約・発表する（20%） 
■課題 2：文献リストの作成 10% 学習目標③・④に対応 
・テーマに関連した文献・資料リストを作成する 
■課題 3（発信）：ポスター・模擬授業・模擬保育等 20% 学習目標①･⑤に対応 
■課題 4：最終レポート 20% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題「保育所・幼稚園・小学校の子どもを取り巻く今日的課題について」 
■ 課題 5：具体的講話に関する事後レポートと kuis ドリル 30％  
・要約文(web-clas 

22.コメント 

２回⽣は教育・保育分野における進路を決定していくための重要な時期となります。また、
教育・保育分野に関する専門的な授業も増えます。この演習においては、これから始める授
業や体験学習などからヒントを得て、今日的な課題を見つけ出し、さまざまな情報を集め、
卒論の作成に向けて適切な準備が出来るようにしていきましょう。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日 4 限 
研究室オフィスアワー：⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



4/12 

オリエンテーション  
前半：合同  
■ 新しい学年を迎えるにあたっての心構えと具体的
方策  
■ 履修ガイダンス 資格・進路に関わる履修登録の
確認 
後半：ゼミアワー  
■ ゼミ内における係の選出 
■これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
 

〇履修内容の点検を行う。特に実習や、資格
取得について注意する。（120 分） 
〇kuis ドリル(30 分) 
 

4/19 

プロジェクト「実践現場での多様な課題に基づいた保
育･教育･福祉の『安全･安心』とは？」について 
〇経験学習の振り返りと課題の表出 
・これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
・経験学習における自身の課題を見付ける 
 

〇経験学習から捉えた現場での「安全･安
心」を脅かす事例についてまとめる(60 分) 
〇kuis ドリル（30 分） 
 

4/26 

課題解決に向けて 
〇「安全･安心」を脅かす課題をどのように解決する
か考える 
・経験学習での学びから 
・グループ内での相互の話合いから 
 

〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/10 

課題解決に向けて 
〇グループ内で話し合い、調査方法について考える 
・情報収集の方法 
・情報整理の方法。 

〇課題解決に向けての情報収集の方法につい
てのまとめ(60 分) 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/17 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等 

〇【課題 1】自身で選択した文献を要約する 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/24 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等  
 

〇【課題 2】文献リストの作成(60 分)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/31 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理① 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/7 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理② 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60) 
★【課題 2】の提出  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/14 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

〇【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、
要約文を作成し、WebClass に提出する。
（60 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/21 課題解決に向けて 〇発信の手法に応じた準備 



〇客観的データから自分の考えを外化する① 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の方法について話し合う 

・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/28 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する② 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/5 

発信 
〇ポスター発表 
・グループのこれまでの成果物をポスターにまとめて
プレゼンテーションを行う 
〇模擬授業・模擬保育 
・学習の成果として模擬授業･模擬保育を行う 
 

【課題 4】の作成 （90） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/12 

客観的データから自分の考えを再内化する 
〇ポスター発表・模擬授業・模擬保育での他者からの
評価及び自らの気づきをふまえ、最終的なレポート完
成を進める。 

〇【課題 4】の提出 

7/19 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、要
約文を作成し、    WebClass に提出す
る。（60 分） 

7/26 

前半:合同  
キャリアプログラム   
■ 就職活動スケジュールと最近の就職活動環境等(キ
ャリアセンター) 
■ 公⽴小学校 ・幼稚園採用試験対策スケジュールと
最近の状況分析 
■ 公⽴保育所・私⽴保育園、施設等採用試験対策ス
ケジュールと最近の状 況分析  
後半:ゼミアワー    
■ 春学期のまとめ   
■ 秋学期に向けての課題 
  アドバイザーによる文献紹介 
 

〇学習内容についての成果(evidence)を整理
し、e-portfolio 等に記録する。（150 分）  
〇夏休みの行動計画の策定。（90 分）   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A03 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 島川⾹織 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「基礎演習」を発展させ、研究テー
マの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要なライティングスキルの向上などに自発
的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
 専門演習Ⅰ･Ⅱを通して課題解決学習（PBL）に取り組みます。「地域や実践現場の多様な
課題に基づいた保育･教育・福祉の『安全･安心』とは？」をメインテーマに、各実践現場の
喫緊の課題である「安全･安心」を脅かす要因にについて調査･研究し、具体的な解決策を提
案します。 
 専門演習Ⅰでは、 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律的で主体的な態度（自律性） ②社会に能動的に貢献する
姿勢（社会的貢献性）④問題発見・解決力 ⑤コミュニケ―ションスキルに関連していま
す。 
①経験学習を基に、現場で「安全･安心」の脅威となる事案を捉えることができる。 
②テーマに沿って、課題解決のための情報収集をすることができる。 
③課題解決に向けて収集した情報を分析することができる。 
④自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料を整理することができる。 
⑤自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料から自分の考えを論述できる。 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■課題 1：文献の要約 20% 学習目標①・②に対応 
・１つ文献を収集し、要約・発表する（20%） 
■課題 2：文献リストの作成 10% 学習目標③・④に対応 
・テーマに関連した文献・資料リストを作成する 
■課題 3（発信）：ポスター・模擬授業・模擬保育等 20% 学習目標①･⑤に対応 
■課題 4：最終レポート 20% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題「保育所・幼稚園・小学校の子どもを取り巻く今日的課題について」 
■ 課題 5：具体的講話に関する事後レポートと kuis ドリル 30％  
・要約文(web-clas 

22.コメント 

２回⽣は教育・保育分野における進路を決定していくための重要な時期となります。また、
教育・保育分野に関する専門的な授業も増えます。この演習においては、これから始める授
業や体験学習などからヒントを得て、今日的な課題を見つけ出し、さまざまな情報を集め、
卒論の作成に向けて適切な準備が出来るようにしていきましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
4/12 オリエンテーション  〇履修内容の点検を行う。特に実習や、資格



  
■ 新しい学年を迎えるにあたっての心構えと具体的
方策  
■ 履修ガイダンス 資格・進路に関わる履修登録の
確認 
■ ゼミ内における係の選出 
■これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
 

取得について注意する。（120 分） 
〇kuis ドリル(30 分) 
 

4/19 

プロジェクト「実践現場での多様な課題に基づいた保
育･教育･福祉の『安全･安心』とは？」について 
〇経験学習の振り返りと課題の表出 
・これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
・経験学習における自身の課題を見付ける 
 

〇経験学習から捉えた現場での「安全･安
心」を脅かす事例についてまとめる(60 分) 
〇kuis ドリル（30 分） 
 

4/26 

課題解決に向けて 
〇「安全･安心」を脅かす課題をどのように解決する
か考える 
・経験学習での学びから 
・グループ内での相互の話合いから 
 

〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/10 

課題解決に向けて 
〇グループ内で話し合い、調査方法について考える 
・情報収集の方法 
・情報整理の方法。 

〇課題解決に向けての情報収集の方法につい
てのまとめ(60 分) 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/17 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等 

〇【課題 1】自身で選択した文献を要約する 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/24 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等  
 

〇【課題 2】文献リストの作成(60 分)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/31 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理① 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/7 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理② 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60) 
★【課題 2】の提出  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/14 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

〇【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、
要約文を作成し、WebClass に提出する。
（60 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/21 
課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する① 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 



の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の方法について話し合う 

・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/28 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する② 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/5 

発信：次のいずれかの方法で発信する 
〇ポスター発表 
・グループのこれまでの成果物をポスターにまとめて
プレゼンテーションを行う 
〇模擬授業・模擬保育 
・学習の成果として模擬授業･模擬保育を行う 
 

【課題 4】の作成 （90） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/12 
発信：全体発表会（Zoom） 
〇各ゼミ代表の発信 
〇感想を出し合う 

〇【課題 4】の提出 

7/19 

客観的データから自分の考えを再内化する 
〇ポスター発表・模擬授業・模擬保育での他者からの
評価及び自らの気づきをふまえ、最終的なレポート完
成を進める。 

【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、要
約文を作成し、    WebClass に提出す
る。（60 分） 

7/26 

前半:合同  
キャリアプログラム   
■ 就職活動スケジュールと最近の就職活動環境等(キ
ャリアセンター) 
■ 公⽴小学校 ・幼稚園採用試験対策スケジュールと
最近の状況分析 
■ 公⽴保育所・私⽴保育園、施設等採用試験対策ス
ケジュールと最近の状 況分析  
後半:ゼミアワー    
■ 春学期のまとめ   
■ 秋学期に向けての課題 
  アドバイザーによる文献紹介 
 

〇学習内容についての成果(evidence)を整理
し、e-portfolio 等に記録する。（150 分）  
〇夏休みの行動計画の策定。（90 分）   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A04 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 下里里枝 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「基礎演習」を発展させ、研究テー
マの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要なライティングスキルの向上などに自発
的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
 専門演習Ⅰ･Ⅱを通して課題解決学習（PBL）に取り組みます。「地域や実践現場の多様な
課題に基づいた保育･教育・福祉の『安全･安心』とは？」をメインテーマに、各実践現場の
喫緊の課題である「安全･安心」を脅かす要因にについて調査･研究し、具体的な解決策を提
案します。 
 専門演習Ⅰでは、 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律的で主体的な態度（自律性） ②社会に能動的に貢献する
姿勢（社会的貢献性）④問題発見・解決力 ⑤コミュニケ―ションスキルに関連していま
す。 
①経験学習を基に、現場で「安全･安心」の脅威となる事案を捉えることができる。 
②テーマに沿って、課題解決のための情報収集をすることができる。 
③課題解決に向けて収集した情報を分析することができる。 
④自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料を整理することができる。 
⑤自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料から自分の考えを論述できる。 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■課題 1：文献の要約 20% 学習目標①・②に対応 
・１つ文献を収集し、要約・発表する（20%） 
■課題 2：文献リストの作成 10% 学習目標③・④に対応 
・テーマに関連した文献・資料リストを作成する 
■課題 3（発信）：ポスター・模擬授業・模擬保育等 20% 学習目標①･⑤に対応 
■課題 4：最終レポート 20% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題「保育所・幼稚園・小学校の子どもを取り巻く今日的課題について」 
■ 課題 5：具体的講話に関する事後レポートと kuis ドリル 30％  
・要約文(web-clas 

22.コメント 

２回⽣は教育・保育分野における進路を決定していくための重要な時期となります。また、
教育・保育分野に関する専門的な授業も増えます。この演習においては、これから始める授
業や体験学習などからヒントを得て、今日的な課題を見つけ出し、さまざまな情報を集め、
卒論の作成に向けて適切な準備が出来るようにしていきましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
4/12 オリエンテーション  〇履修内容の点検を行う。特に実習や、資格



  
■ 新しい学年を迎えるにあたっての心構えと具体的
方策  
■ 履修ガイダンス 資格・進路に関わる履修登録の
確認 
■ ゼミ内における係の選出 
■これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
 

取得について注意する。（120 分） 
〇kuis ドリル(30 分) 
 

4/19 

プロジェクト「実践現場での多様な課題に基づいた保
育･教育･福祉の『安全･安心』とは？」について 
〇経験学習の振り返りと課題の表出 
・これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
・経験学習における自身の課題を見付ける 
 

〇経験学習から捉えた現場での「安全･安
心」を脅かす事例についてまとめる(60 分) 
〇kuis ドリル（30 分） 
 

4/26 

課題解決に向けて 
〇「安全･安心」を脅かす課題をどのように解決する
か考える 
・経験学習での学びから 
・グループ内での相互の話合いから 
 

〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/10 

課題解決に向けて 
〇グループ内で話し合い、調査方法について考える 
・情報収集の方法 
・情報整理の方法。 

〇課題解決に向けての情報収集の方法につい
てのまとめ(60 分) 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/17 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等 

〇【課題 1】自身で選択した文献を要約する 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/24 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等  
 

〇【課題 2】文献リストの作成(60 分)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/31 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理① 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/7 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理② 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60) 
★【課題 2】の提出  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/14 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

〇【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、
要約文を作成し、WebClass に提出する。
（60 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/21 
課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する① 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 



の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の方法について話し合う 

・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/28 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する② 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/5 

発信：次のいずれかの方法で発信する 
〇ポスター発表 
・グループのこれまでの成果物をポスターにまとめて
プレゼンテーションを行う 
〇模擬授業・模擬保育 
・学習の成果として模擬授業･模擬保育を行う 
 

【課題 4】の作成 （90） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/12 
発信：全体発表会（Zoom） 
〇各ゼミ代表の発信 
〇感想を出し合う 

〇【課題 4】の提出 

7/19 

客観的データから自分の考えを再内化する 
〇ポスター発表・模擬授業・模擬保育での他者からの
評価及び自らの気づきをふまえ、最終的なレポート完
成を進める。 

【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、要
約文を作成し、    WebClass に提出す
る。（60 分） 

7/26 

前半:合同  
キャリアプログラム   
■ 就職活動スケジュールと最近の就職活動環境等(キ
ャリアセンター) 
■ 公⽴小学校 ・幼稚園採用試験対策スケジュールと
最近の状況分析 
■ 公⽴保育所・私⽴保育園、施設等採用試験対策ス
ケジュールと最近の状 況分析  
後半:ゼミアワー    
■ 春学期のまとめ   
■ 秋学期に向けての課題 
  アドバイザーによる文献紹介 
 

〇学習内容についての成果(evidence)を整理
し、e-portfolio 等に記録する。（150 分）  
〇夏休みの行動計画の策定。（90 分）   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A05 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻑瀬慶來 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「基礎演習」を発展させ、研究テー
マの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要なライティングスキルの向上などに自発
的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
 専門演習Ⅰ･Ⅱを通して課題解決学習（PBL）に取り組みます。「地域や実践現場の多様な
課題に基づいた保育･教育・福祉の『安心･安全』とは？」をメインテーマに、各実践現場の
喫緊の課題である「安心･安全」を脅かす要因にについて調査･研究し、具体的な解決策を提
案します。 
 専門演習Ⅰでは、 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律的で主体的な態度（自律性） ②社会に能動的に貢献する
姿勢（社会的貢献性）④問題発見・解決力 ⑤コミュニケ―ションスキルに関連していま
す。 
①経験学習を基に、現場で「安全･安心」の脅威となる事案を捉えることができる。 
②テーマに沿って、課題解決のための情報収集をすることができる。 
③課題解決に向けて収集した情報を分析することができる。 
④自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料を整理することができる。 
⑤自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料から自分の考えを論述できる。 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■課題 1：文献の要約 20% 学習目標①・②に対応 
・１つ文献を収集し、要約・発表する（20%） 
■課題 2：文献リストの作成 10% 学習目標③・④に対応 
・テーマに関連した文献・資料リストを作成する 
■課題 3（発信）：ポスター・模擬授業・模擬保育等 20% 学習目標①･⑤に対応 
■課題 4：最終レポート 20% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題「保育所・幼稚園・小学校の子どもを取り巻く今日的課題について」 
■ 課題 5：具体的講話に関する事後レポートと kuis ドリル 30％  
・要約文(web-clas 

22.コメント 

２回⽣は教育・保育分野における進路を決定していくための重要な時期となります。また、
教育・保育分野に関する専門的な授業も増えます。この演習においては、これから始める授
業や体験学習などからヒントを得て、今日的な課題を見つけ出し、さまざまな情報を集め、
卒論の作成に向けて適切な準備が出来るようにしていきましょう。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー 水曜日昼休み 
研究室オフィスアワー  木曜日昼休み 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/12 

オリエンテーション  
前半：合同  
■ 新しい学年を迎えるにあたっての心構えと具体的
方策  
■ 履修ガイダンス 資格・進路に関わる履修登録の
確認 
後半：ゼミアワー  
■ ゼミ内における係の選出 
■これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
 

〇履修内容の点検を行う。特に実習や、資格
取得について注意する。（120 分） 
〇kuis ドリル(30 分) 
 

4/19 

プロジェクト「実践現場での多様な課題に基づいた保
育･教育･福祉の『安全･安心』とは？」について 
〇経験学習の振り返りと課題の表出 
・これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
・経験学習における自身の課題を見付ける 
 

〇経験学習から捉えた現場での「安全･安
心」を脅かす事例についてまとめる(60 分) 
〇kuis ドリル（30 分） 
 

4/26 

課題解決に向けて 
〇「安全･安心」を脅かす課題をどのように解決する
か考える 
・経験学習での学びから 
・グループ内での相互の話合いから 
 

〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/10 

課題解決に向けて 
〇グループ内で話し合い、調査方法について考える 
・情報収集の方法 
・情報整理の方法。 

〇課題解決に向けての情報収集の方法につい
てのまとめ(60 分) 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/17 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等 

〇【課題 1】自身で選択した文献を要約する 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/24 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等  
 

〇【課題 2】文献リストの作成(60 分)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/31 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理① 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/7 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理② 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60) 
★【課題 2】の提出  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/14 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

〇【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、
要約文を作成し、WebClass に提出する。
（60 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 



6/21 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する① 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の方法について話し合う 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/28 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する② 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/5 

発信 
〇ポスター発表 
・グループのこれまでの成果物をポスターにまとめて
プレゼンテーションを行う 
〇模擬授業・模擬保育 
・学習の成果として模擬授業･模擬保育を行う 
 

【課題 4】の作成 （90） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/12 

客観的データから自分の考えを再内化する 
〇ポスター発表・模擬授業・模擬保育での他者からの
評価及び自らの気づきをふまえ、最終的なレポート完
成を進める。 

〇【課題 4】の提出 

7/19 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、要
約文を作成し、    WebClass に提出す
る。（60 分） 

7/26 

前半:合同  
キャリアプログラム   
■ 就職活動スケジュールと最近の就職活動環境等(キ
ャリアセンター) 
■ 公⽴小学校 ・幼稚園採用試験対策スケジュールと
最近の状況分析 
■ 公⽴保育所・私⽴保育園、施設等採用試験対策ス
ケジュールと最近の状 況分析  
後半:ゼミアワー    
■ 春学期のまとめ   
■ 秋学期に向けての課題 
  アドバイザーによる文献紹介 
 

〇学習内容についての成果(evidence)を整理
し、e-portfolio 等に記録する。（150 分）  
〇夏休みの行動計画の策定。（90 分）   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A06 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松尾和宣 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「基礎演習」を発展させ、研究テー
マの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要なライティングスキルの向上などに自発
的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
 専門演習Ⅰ･Ⅱを通して課題解決学習（PBL）に取り組みます。「地域や実践現場の多様な
課題に基づいた保育･教育・福祉の『安全･安心』とは？」をメインテーマに、各実践現場の
喫緊の課題である「安全･安心」を脅かす要因にについて調査･研究し、具体的な解決策を提
案します。 
 専門演習Ⅰでは、 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律的で主体的な態度（自律性） ②社会に能動的に貢献する
姿勢（社会的貢献性）④問題発見・解決力 ⑤コミュニケ―ションスキルに関連していま
す。 
①経験学習を基に、現場で「安全･安心」の脅威となる事案を捉えることができる。 
②テーマに沿って、課題解決のための情報収集をすることができる。 
③課題解決に向けて収集した情報を分析することができる。 
④自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料を整理することができる。 
⑤自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料から自分の考えを論述できる。 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■課題 1：文献の要約 20% 学習目標①・②に対応 
・１つ文献を収集し、要約・発表する（20%） 
■課題 2：文献リストの作成 10% 学習目標③・④に対応 
・テーマに関連した文献・資料リストを作成する 
■課題 3（発信）：ポスター・模擬授業・模擬保育等 20% 学習目標①･⑤に対応 
■課題 4：最終レポート 20% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題「保育所・幼稚園・小学校の子どもを取り巻く今日的課題について」 
■ 課題 5：具体的講話に関する事後レポートと kuis ドリル 30％  
・要約文(web-clas 

22.コメント 

２回⽣は教育・保育分野における進路を決定していくための重要な時期となります。また、
教育・保育分野に関する専門的な授業も増えます。この演習においては、これから始める授
業や体験学習などからヒントを得て、今日的な課題を見つけ出し、さまざまな情報を集め、
卒論の作成に向けて適切な準備が出来るようにしていきましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
4/12 オリエンテーション  〇履修内容の点検を行う。特に実習や、資格



  
■ 新しい学年を迎えるにあたっての心構えと具体的
方策  
■ 履修ガイダンス 資格・進路に関わる履修登録の
確認 
■ ゼミ内における係の選出 
■これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
 

取得について注意する。（120 分） 
〇kuis ドリル(30 分) 
 

4/19 

プロジェクト「実践現場での多様な課題に基づいた保
育･教育･福祉の『安全･安心』とは？」について 
〇経験学習の振り返りと課題の表出 
・これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
・経験学習における自身の課題を見付ける 
 

〇経験学習から捉えた現場での「安全･安
心」を脅かす事例についてまとめる(60 分) 
〇kuis ドリル（30 分） 
 

4/26 

課題解決に向けて 
〇「安全･安心」を脅かす課題をどのように解決する
か考える 
・経験学習での学びから 
・グループ内での相互の話合いから 
 

〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/10 

課題解決に向けて 
〇グループ内で話し合い、調査方法について考える 
・情報収集の方法 
・情報整理の方法。 

〇課題解決に向けての情報収集の方法につい
てのまとめ(60 分) 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/17 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等 

〇【課題 1】自身で選択した文献を要約する 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/24 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等  
 

〇【課題 2】文献リストの作成(60 分)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/31 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理① 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/7 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理② 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60) 
★【課題 2】の提出  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/14 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

〇【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、
要約文を作成し、WebClass に提出する。
（60 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/21 
課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する① 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 



の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の方法について話し合う 

・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/28 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する② 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/5 

発信：次のいずれかの方法で発信する 
〇ポスター発表 
・グループのこれまでの成果物をポスターにまとめて
プレゼンテーションを行う 
〇模擬授業・模擬保育 
・学習の成果として模擬授業･模擬保育を行う 
 

【課題 4】の作成 （90） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/12 
発信：全体発表会（Zoom） 
〇各ゼミ代表の発信 
〇感想を出し合う 

〇【課題 4】の提出 

7/19 

客観的データから自分の考えを再内化する 
〇ポスター発表・模擬授業・模擬保育での他者からの
評価及び自らの気づきをふまえ、最終的なレポート完
成を進める。 

【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、要
約文を作成し、    WebClass に提出す
る。（60 分） 

7/26 

前半:合同  
キャリアプログラム   
■ 就職活動スケジュールと最近の就職活動環境等(キ
ャリアセンター) 
■ 公⽴小学校 ・幼稚園採用試験対策スケジュールと
最近の状況分析 
■ 公⽴保育所・私⽴保育園、施設等採用試験対策ス
ケジュールと最近の状 況分析  
後半:ゼミアワー    
■ 春学期のまとめ   
■ 秋学期に向けての課題 
  アドバイザーによる文献紹介 
 

〇学習内容についての成果(evidence)を整理
し、e-portfolio 等に記録する。（150 分）  
〇夏休みの行動計画の策定。（90 分）   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A07 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 三好徹明 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「基礎演習」を発展させ、研究テー
マの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要なライティングスキルの向上などに自発
的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
 専門演習Ⅰ･Ⅱを通して課題解決学習（PBL）に取り組みます。「地域や実践現場の多様な
課題に基づいた保育･教育・福祉の『安全･安心』とは？」をメインテーマに、各実践現場の
喫緊の課題である「安全･安心」を脅かす要因にについて調査･研究し、具体的な解決策を提
案します。 
 専門演習Ⅰでは、 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP①自律的で主体的な態度（自律性） ②社会に能動的に貢献する
姿勢（社会的貢献性）④問題発見・解決力 ⑤コミュニケ―ションスキルに関連していま
す。 
①経験学習を基に、現場で「安全･安心」の脅威となる事案を捉えることができる。 
②テーマに沿って、課題解決のための情報収集をすることができる。 
③課題解決に向けて収集した情報を分析することができる。 
④自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料を整理することができる。 
⑤自身の課題を明確にし、テーマに関連する文献や資料から自分の考えを論述できる。 

19.教科書・教材 特に指定せず、適宜資料を配付する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■課題 1：文献の要約 20% 学習目標①・②に対応 
・１つ文献を収集し、要約・発表する（20%） 
■課題 2：文献リストの作成 10% 学習目標③・④に対応 
・テーマに関連した文献・資料リストを作成する 
■課題 3（発信）：ポスター・模擬授業・模擬保育等 20% 学習目標①･⑤に対応 
■課題 4：最終レポート 20% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題「保育所・幼稚園・小学校の子どもを取り巻く今日的課題について」 
■ 課題 5：具体的講話に関する事後レポートと kuis ドリル 30％  
・要約文(web-clas 

22.コメント 

２回⽣は教育・保育分野における進路を決定していくための重要な時期となります。また、
教育・保育分野に関する専門的な授業も増えます。この演習においては、これから始める授
業や体験学習などからヒントを得て、今日的な課題を見つけ出し、さまざまな情報を集め、
卒論の作成に向けて適切な準備が出来るようにしていきましょう。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー 月 3 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
4/12 オリエンテーション  〇履修内容の点検を行う。特に実習や、資格



  
■ 新しい学年を迎えるにあたっての心構えと具体的
方策  
■ 履修ガイダンス 資格・進路に関わる履修登録の
確認 
■ ゼミ内における係の選出 
■これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
 

取得について注意する。（120 分） 
〇kuis ドリル(30 分) 
※STEP UP コースを選択し、 
学習する。 

4/19 

プロジェクト「実践現場での多様な課題に基づいた保
育･教育･福祉の『安全･安心』とは？」について 
〇経験学習の振り返りと課題の表出 
・これまでの経験学習で学んだことをゼミで話し合う 
・経験学習における自身の課題を見付ける 
 

〇経験学習から捉えた現場での「安全･安
心」を脅かす事例についてまとめる(60 分) 
〇kuis ドリル（30 分） 
 

4/26 

課題解決に向けて 
〇「安全･安心」を脅かす課題をどのように解決する
か考える 
・経験学習での学びから 
・グループ内での相互の話合いから 
 

〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/10 

課題解決に向けて 
〇グループ内で話し合い、調査方法について考える 
・情報収集の方法 
・情報整理の方法。 

〇課題解決に向けての情報収集の方法につい
てのまとめ(60 分) 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/17 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等 

〇【課題 1】自身で選択した文献を要約する 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/24 

課題解決に向けて 
〇自主的な情報収集 
・文献調査 
・インタビュー等  
 

〇【課題 2】文献リストの作成(60 分)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

5/31 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理① 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60)  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/7 
課題解決に向けて 
〇テーマに関する客観的データの整理② 
・集めた資料を整理する。 

〇文献を入手し、概要を把握していく(60) 
★【課題 2】の提出  
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/14 

教育保育現場の実情と課題  
■ 保育園(所)、幼稚園、 施設、特別支援についての
具体的講話     
 

〇【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、
要約文を作成し、WebClass に提出する。
（60 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/21 
課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する① 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 



の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の方法について話し合う 

・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

6/28 

課題解決に向けて 
〇客観的データから自分の考えを外化する② 
・これまで収集したデータとその整理から、自分たち
の課題とその解決法についてまとめる 

〇発信の手法に応じた準備 
・ポスター作成 
・模擬授業･模擬保育準備 
・【課題 3】の作成 （90 分） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/5 

発信：次のいずれかの方法で発信する 
〇ポスター発表 
・グループのこれまでの成果物をポスターにまとめて
プレゼンテーションを行う 
〇模擬授業・模擬保育 
・学習の成果として模擬授業･模擬保育を行う 
 

【課題 4】の作成 （90） 
〇kuis ドリル(30 分)  
 

7/12 
発信：全体発表会（Zoom） 
〇各ゼミ代表の発信 
〇感想を出し合う 

〇【課題 4】の提出 

7/19 

客観的データから自分の考えを再内化する 
〇ポスター発表・模擬授業・模擬保育での他者からの
評価及び自らの気づきをふまえ、最終的なレポート完
成を進める。 

【課題 5】講話内容のキーワードを挙げ、要
約文を作成し、    WebClass に提出す
る。（60 分） 

7/26 

前半:合同  
キャリアプログラム   
■ 就職活動スケジュールと最近の就職活動環境等(キ
ャリアセンター) 
■ 公⽴小学校 ・幼稚園採用試験対策スケジュールと
最近の状況分析 
■ 公⽴保育所・私⽴保育園、施設等採用試験対策ス
ケジュールと最近の状 況分析  
後半:ゼミアワー    
■ 春学期のまとめ   
■ 秋学期に向けての課題 
  アドバイザーによる文献紹介 
 

〇学習内容についての成果(evidence)を整理
し、e-portfolio 等に記録する。（150 分）  
〇夏休みの行動計画の策定。（90 分）   
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
A08 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 春木裕美 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 2 年⽣で履修する専門演習Ⅰ・Ⅱでは 1 年次に履修した「学習技術」や「初年次セミナ
ー」「基礎演習」を発展させ、研究テーマの探索、研究方法の基礎の習得、論文作成に必要
なライティングスキルの向上をねらいとします。 
 2 年⽣ゼミでは、1 年間の共通テーマを「地域や実践現場の多様な課題に基づいた教育・
福祉の安全・安心とは？」に設定しています。地域住⺠の暮らしに着目し、その人たちの声
/語りをもとに、これまで・いま・これからの暮らしを丁寧に紐解きながら、人々にとって
の well-being や安全・安心について検討していきま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は、以下の学習目標を設定します。 
①テーマに関連する文献や資料を収集できる 
②収集した文献や資料から、テーマに関連する客観的データ（統計データや事例）を整理で
きる 
③質的調査の基礎を説明できる 
④質的調査で得られたデータを整理できる 
⑤④を用いて、地域住⺠の⽣活課題を抽出できる 
本授業は、学位授与方針（DP）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、（6）専門知識・技
能の活用力と関連しています。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 

河野哲也(2002)「レポート・論文の書き方入門(第 3 版)」慶應義塾大学出版 
⽩井利明・高橋一郎(2008)「よくわかる卒論の書き方」ミネルヴァ書房※Ⅱ「ゼミでの学び
方」に文献講読の方法がのっています 
笠原千絵・永田祐編著(2013)「地域の＜実践＞を変える社会福祉調査入門」春秋社 

21.成績評価 

■課題 1：文献リストの作成 10% 学習目標①に対応 
・テーマに関連した文献リストの作成※指定フォーマット 
■課題 2：文献の要約 20% 学習目標②に対応 
・文献リストの中から文献収集（2 つ） 
・文献レビュー※指定フォーマット 
■課題 3：質的データ分析シート 30% 学習目標③と④に対応 
・地域住⺠のインタビューを通して得られたデータを研究手法に基づいて整理する 
■課題 4：最終レポート 30% 学習目標⑤に対応 
・レポート課題：地域住⺠のライフヒストリーからみる well-being とは 
・レポート詳 

22.コメント 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、シラバス内容を修正することがあります。その
場合は、適宜授業内で指示します。 
※本授業は、インターンシップⅡ「三和本通商店街 50 年史アーカイブ（商店街の過去-現在
-未来を考える）プロジェクト」を履修することで学びが深まる仕組みになっています。そ
のため、インターンシップⅡの履修を推奨します。 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 導入:専門演習Ⅰのねらいと進め方 〇前学期のふりかえりを e ポートフォリオ
に記録してくる(60) 

第 2 回 

テーマのブレーンストーミングと文献リサーチ 
・テーマに関連するキーワードをブレーンストーミン
グする 
・学内の情報検索ツールを用いた演習をする 

〇文献リストの作成(60) 

第 3 回 
リーディングと要約① 
・指定したフォーマットに従って入手した文献のリー
ディングおよび要約をする 

〇文献リストに基づく文献入手と要約(90) 
★課題 1 の提出 

第 4 回 
リーディングと要約② 
・指定したフォーマットに従って入手した文献のリー
ディングおよび要約をする 

〇文献リストに基づく文献入手と要約(90) 

第 5 回 文献要約のまとめ 
・要約した文献内容を整理し、各自報告する 

〇リサーチ入門テキストの質的研究法に該当
する部分を復習してくる(60) 
★課題 2 の提出 

第 6 回 
インタビュー調査実施に向けた準備① 
・リサーチ入門で使用したテキストを活用して、イン
タビュー調査の復習をする 

◎課題 3 に取り組む(90) 

第 7 回 
インタビュー調査実施に向けた準備② 
・文献要約(課題 2)を活用しながら、インタビュー調
査の設計について検討する 

◎課題 3 に取り組む(90) 

第 8 回 

インタビュー調査実施に向けた準備③ 
・文献要約(課題 2)を活用しながら、インタビュー調
査の設計について検討する 
※インタビューのロールプレイ 

◎課題 3 に取り組む(90) 

第 9 回 
得られたデータの整理① 
・インタビュー調査で得られたデータを KJ 法などを
用いて整理する 

◎課題 3 に取り組む(90) 

第 10 回 
得られたデータの整理② 
・インタビュー調査で得られたデータを KJ 法などを
用いて整理する 

◎課題 3 に取り組む(90) 

第 11 回 
得られたデータの整理③ 
・インタビュー調査で得られたデータを KJ 法などを
用いて整理する 

◎課題 3 に取り組む(90) 
★課題 3 の提出 

第 12 回 
最終レポート執筆に向けた準備 
・これまで収集したデータとその整理から、自分の主
張したいことをまとめる 

〇ポスター作成(90) 

第 13 回 
プレゼンテーション 
・各自のこれまでの成果物をポスターにまとめてプレ
ゼンテーションを行う 

〇課題 4：最終レポートの執筆(90) 

第 14 回 
自分の考えを再内化する 
・プレゼンテーションでの気づきをふまえ、最終的な
レポート完成を進める。 

〇課題 4：最終レポートの執筆(90) 

第 15 回 授業のふりかえり ★課題 4、課題 5 の提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y01 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Jonathan Aliponga 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年春 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
At the end of the semester, students are expected to acquire basic knowledge and skills 
in writing a research paper using the Problem-Based Learning  (PBL) method. These 
include knowledge and skills about finding research topic, writing thesis statement, 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester, students are expected to successfully achieve the following 
abilities set by the Department: 
1）自律的で主体的な態度（自律性） Autonomous and independent attitude (autonomy) 
2）問題発見・解決力 Problem finding and solving ability 
3）コミュニケーションスキル Communication skills  
 

19.教科書・教材 
Basic Steps to Writing Research Papers by David Kluge & Matthew Taylor 
ISBN 978-4-86312-308-3 
 

20.参考文献 必要に応じて資料を随時配布する 

21.成績評価 

 
留学国に関するプレゼンテーション（グループ, PBL）30% 
自らのリサーチテーマに関するプレゼンテーション（個人, PBL）30% 
リサーチの計画書(最終レポートに相当)40% 
 

22.コメント 
各回には、現地でのコミュニケーションに必要な英語力涵養のための活動を 20~30 分程度
行う。 

23.オフィスアワー ⽕曜 12:30~13:10 尼崎 Campus, Zoom available (pls contact me a day before) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week1 

オリエンテーション（本科目の概要説明、留学先情報
提供 等） 
Unit 1 What is a Research Paper? 
Unit 2 Topics 
 

Worksheet page 1 
Worksheet pages 2~3 

Week2 
Research 
Conferencing on Topics as needed 
 

Worksheet pages 4~7 

Week3 Unit 4 The Beginning: Thesis Statement 
Conferencing on Topics as needed 

Worksheet page 8 

Week4 
Unit 5 The Working Outline 
Conferencing on Topics as needed 

Worksheet pages 10-11 

Week5 
Unit 6 Revising the Thesis Statement and Working 
Outline Worksheet page 9 

Week6 Presentation 1 (Group, PBL focused) about the Review and finalize peer evaluation 



Working Outline 

Week7 Unit 8 Writing the Title 
Unit 9 Writing the Introduction 

Worksheet pages 8-9 

Week8 
Unit 10 Support, Accuracy, and Logic 
Unit 11 Writing the Body 

Revising the Body 

Week9 
Unit 12 Writing the Conclusion 
Unit 13 Avoiding Plagiarism: Citing and Quoting 
Sources 

Revising the Conclusion 

Week10 Writing the Reference List Revising the Reference List 

Week11 Preparing for the second presentation (PPT) Review and Practice PowerPoint for the 
presentation 

Week12 Second presentation Review and finalize peer evaluation 
Week13 Feedback about the second presentation Reflection about the feedback 
Week14 Final paper preparation Editing, revising 

Week15 
Submit Final paper 
Class evaluation 
Consultation 

Online consultation 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y02 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤泰⽣ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：well-being の基盤形成に必須の広く深い世界理解を修得することを目的とする。具体
的には、初年次に修得した学習技術を駆使して各自の関心テーマを掘り下げ、自学自習の態
度で、2 年次秋に予定されている GR（グローバル・リサーチ）や 3 年次以降の専門研究に
繋がる視野を開く。 
概要：一学期を通し、自らの関心を掘り下げる思考の訓練を教員との対話を通し行う。その
際、自己の知的関心を社会における知的需要と擦り合わせながら明確化する。成果は指導ゼ
ミ内での口頭発表、他の学⽣との議論、質疑応答を経たのち、学期末レポー 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

自らの問題関心を掘り下げることで、well-being を支える要素を析出する力を修得する。そ
こから大学卒業後の自己のキャリアを構想する力を培う。 
① 問題発見および分析能力の修得。 
② 資料文献収集の練習。 
③ 情報の統合を可能とする柔軟な思考力の修得。 
④ 論理的な思考の所産を説得力ある日本語で話し、書く力を養う。 
⑤ 文化の多様性を理解する柔らかな感性を培う。 
 

19.教科書・教材 
宇野重規『<私>時代のデモクラシー』（岩波新書、2010）；ジョージ・F・ケナン『アメリカ
外交 50 年』(岩波現代文庫)[George F. Kennan, American Diplomacy (1951)]、その他を適
宜指示する。宇野重規の新書を購入しておくことを薦める。 

20.参考文献 教員が適宜紹介する。 

21.成績評価 
ゼミ内での口頭発表（英語もしくは日本語）＝30％ ーー①②③④⑤ 
GR に向けた学習計画書（英語で作成）＝20％    ーー②③ 
学期末最終レポート（英語もしくは日本語）＝50％ ーー①②③④⑤ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
導入：テーマを定め問いをたてる / 問題発見から分
析へ 
  ：リサーチペーパーの三類型 

シラバスを読んでくる 

第 2 回 ゼミ・コミュニケーション：自分を表現する 個人テーマ第一回提出（50 字以内） 
第 3 回 図書館を経験する：文献検索から ILL まで 提出テーマの文献検索：文献リストの作成 

第 4 回 課題図書（1）：概要把握 
レジュメ A4 一枚  
第一回個人面談① 

第 5 回 課題図書（1）：議論分析 レジュメ A4 一枚 
第一回個人面談② 

第 6 回 課題図書（1）：創造的批判 レジュメ A4 一枚 
第一回個人面談③ 



個人テーマ第二回提出（200 字以内） 
第 7 回 課題図書（2）：概要把握 レジュメ A4 二枚 

第 8 回 課題図書（2）：議論分析と創造的批判 
レジュメ A4 二枚 
第二回個人面談① 

第 9 回 留学を考える：留学という挑戦 第二回個人面談② 
第 10 回 留学を考える：比較文化の試み 第二回個人面談③ 
第 11 回 リサーチ報告（1） 最終面談① 
第 12 回 リサーチ報告（2） 最終面談② 
第 13 回 リサーチ（3） 最終面談③ 
第 14 回 リサーチ報告（4） 最終面談④ 

第 15 回 総括：一学期の学びの振り返り 

最終課題を授業で提出する。 
①リサーチペーパー 
②GR 学習へ向けた学習計画書（英文） 
①②ともに Webclass でも電子データを別途
提出すること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y03 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 
 

9.履修学年 ２年春 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目の内容は、秋学期の「グローバルリサーチ」において、１学期間の留学に行くことを
前提としている。現地の大学内外において、現地社会・文化に関連した課題に取り組み、国
際コミュニケーションについての知識や理解を深めるために、その基盤となる知識やスキル
を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

◎現地での活動に必要となる実践的な英語コミュニケーション力を身につける 
◎滞在国の文化、歴史、日本との関係などについて、基本的な情報を自分の言葉で語ること
ができる 
◎自分とは異なる価値観を理解し、尊重するために、様々な事項をグローバルな視点から考
えることができる 
(4)問題発見・解決力 
(5) コミュニケーションスキル 
(6) 専門的知識・技能 の活用力 

19.教科書・教材  
20.参考文献 必要に応じて資料を随時配布する 

21.成績評価 

クラス内タスク 30% 
自らのリサーチテーマに関するプレゼンテーション（個人）20% 
リサーチの計画書(最終レポートに相当)50% 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
 
滞在国に関する事前調査（テーマや役割分担の決定）  

 各自ごとの事前調査 1  
 各自ごとの事前調査２  

 
（留学経験者による）現地情報提供・留学に関する諸
注意その他情報提供 （全体活動） 

 

 滞在国別にプレゼンテーション  
 リサーチテーマの設定、リサーチの方法論について  
 データ収集の方法  
 データ収集の方法  

 
リサーチペーパーの執筆について（英語ライティング
の基本も含む）  

 各個人の留学先大学についての情報収集  
 各個人のリサーチトピックの設定・情報収集・履修計  



画の設定 1 

 各個人のリサーチトピックの設定・情報収集・履修計
画の設定 2 

 

 危機管理講習 （全体活動）  

 リサーチ計画についてのプレゼンテーション/ディス
カッション 1 

 

 リサーチ計画についてのプレゼンテーション/ディス
カッション 2 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y04 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百濟正和 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

In this course, students are expected to  
1.  set a research topic 
2.  set specific research questions  
3.  collect data to proceed a research 
4.  analyze the data   
5.  make discussion in a problem-solving approach 
through those activities, students lear 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students will be able to  
1. understand how to write a research paper  
2.  make a research proposal 
3. present a paper  
4. set a future goal and plan to reach it 
本科目の学習目標は DP の（１）「自律性」、（３）「多様性理解」（４）「問題発見・解決力」
（５）「コミュニケーション・スキル」（６）「専門的知識・技能の活用力」の学修に関連し
ています。 

19.教科書・教材 適宜論文等を使用する 

20.参考文献 

質的言語教育研究を考えよう（ひつじ書房） 
Dacid E. Kluge and Matthew A. Taylor "Basic Steps to Writing Research Papers " 
(Cengage Learning) 
山田剛史・林創「大学⽣のためのリサーチリテラシー入門」(ミネルヴァ書房） 
 

21.成績評価 

 
発表: 30% 学習目標の２と３に対応 
GR 学習計画書: 20% 学習目標の１と４に対応 
レポート: 50% 学習目標の３に対応 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー Mon. 2nd period 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

質的研究を考える 
1) Course Introduction: explain about course 
objectives, goals and schedule 
2) Academic research: find an interesting topic 
 

○Brain storming, Mind mapping, then 
Make a research question. 

【第２回】 
質的研究の意味 
1) home work check  
2) Specifying the research question 

○Make a research question and explain 
the question clearly and specifically  
☆Find a book related to your own topic. 



  

【第３回】 

質的研究におけるリフレクシビティとは 
1)home work check: Explain the research questions 
to others  
2) Examples of academic research: research topic & 
specific questions 
3) examine your research topic, idea bubbles, 
specific research question 
 

◯ Find another book related to your own 
topic and fill the ʻuseful information 
sheetʼ . 
★booklist 

【第４回】 

ナラティブ・インクワイアリ（１） 
1) home work check : Presentation of review of the 
previous work and asking questions till the meaning 
of the research questions get specific enough.  
 

◯ write “Introduction” and “Body” part in 
the outline paper.  
◯ Find another book related to your own 
topic(2nd book) and fill the ʻuseful 
information sheet. 
 

【第 5 回】 
ナラティブ・インクワイアリ（２） 
1)  home work check  
 

○Pair work: Revise the overview of the 
three sections in three paragraphs 
  (more than 200 words, 60 min): Due on 
May 16. 
◆Bring note PC in next class 

【第６回】 

エスノグラフィー（１） 
1) home work check   
2) Data collection, review of literature, 
citation,Correlation vs. Causation 
3) Details of the final report: Problems, Solution, 
Effects 
 

◯ Find another book related to your own 
topic(3rd book) and fill the ʻuseful 
information sheetʼ . 

【第 7 回】 
エスノグラフィー（２） 
1) home work check  
 

○ add your comment ( your own idea or 
question ) onto “useful information paper” 
☆ useful information paper 
 

【第８回】 

ライフストーリー（１） 
1) HWK check: Answering a questionnaire, pointing 
out problems of surveys  
2) complete “outline paper” 

○Pair work: Revise your poster (30 min) 
○ fill all “useful information” paper 
 

【第９回】 
ライフストーリー（２） 
1) final check of a paper（by peers and a teachers) 

○Pair work: send data of the poster to me. 
make a rough script for the presentation. 

【第 1０回】 

M-GTA（修正版グラウンデッド・セオリー・アプロ
ーチ）（１） 
1) learn useful expressions for presentations 
 

○Pair work: Completing the poster, and 
practice presentation 

【第 11 回】 

M-GTA（修正版グラウンデッド・セオリー・アプロ
ーチ）（２） 
1) Check the paper again 
2) Check the script 
 

○Pair work: Revise the poster and script. 

【第 12 回】 ケーススタディー（１） ○Write a final report. 



1) Final check of poster presentation and peer 
grading 

【第 13 回】 

ケーススタディー（２） 
1) Poster presentation grading sheet check: 
reflection 
2) Preparing for the final report（Differences 
between ʻa reportʼ & ʻa research paperʼ） 
 

○Finish the final report 

【第 14 回】 
1) Reflection of the semester 
 2) Confirming your final report: explaining rubric 
 

final report 

【第 15 回】 
1) Career Support Center guidance: GATB  
 2) Peer evaluation of your final report 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y05 

2.科目名 専門演習Ⅰ （1/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 学科必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 データサイエンス専攻 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面、PC の持参が必須 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

データサイエンスの基礎であるデータ分析を地域データのオープンデータを用いて行う。自
分の選んだ市町村について指定された経済、防災などに関する分析を行う。また、留学⽣の
方は⺟国関連の特定分野の研究や、日本との比較など、いわゆるグローカルを課題にしても
よい。その後は実践的なテーマをデータサイエンスの教員の支援を受けながら分析および議
論する。場合によっては、文献を読んだり、少人数のグループでディスカッション，プレゼ
ンテーション，フィールドワークなどに取り組んでいく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１） 地方自治体が実際に分析している例を参考にしながら、データ分析の基礎を養
い、同様の分析を自分で行えるようにする。 
（２） オープンデータを使用することで様々なデータが利活用の方法を知る。 
（３） データの収集、分析、表現、ディスカッション，プレゼンテーションなどによ
り，主体的に問題を発見し解決する基礎力を修得する。 
(１)は自⽴性、社会的貢献性、問題発見・解決力と関係する。 
(２)は問題発見・解決力と専門的知識・技能 の活用力に関係する。 
(３)は社会的貢献性と専門的知識・技能 の活用力に関係する。 

19.教科書・教材 教材は基本的に Webclass で配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 
毎週、課題や進捗状況の提出を求める。 
各授業課題や進捗状況の提出の配点は 5 点とする。 
最終成果物の点数が 20 点とし、発表会に関するアンケート等を 5 点とする。 

22.コメント 

地域の課題を考えると大層なことを書いてありますが、日常的に感じていることを突き詰め
ることができるいい機会でもあります。 
私が地域の課題を考えるのが面⽩いなと感じているのは、こういう事を考えると日常⽣活の
中に発見があることです。そうすると、街を歩くのが楽しくなり、ちょっと日常の楽しみが
増えます。 
例えば、宝塚市だとデパートのカートがデパートの入り口ではなく、エレベーターの近くに
放置されていることがあります。これは「けしからんこと」なのか、「何か理由があってそ
うなっているのか」とあれこれと考えることが新しい発見と地域の暮らしやすさに繋がると
信じています。 
何もテーマが思いつかない場合は、ふらっと市町村の役所に行ってみてください。 
パンフレットがたくさん置いてあって、困っている事、取り組んでいる事などがたくさん書
かれたパンフレットがあります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第一回 ICT・データサイエンスの基礎 (1) 指定された課題の提出および授業の復習 
第二回 ICT・データサイエンスの基礎 (2) 指定された課題の提出および授業の復習 
第三回 ウェブマッピング(オープンデータ)で課題を発見する 指定された課題の提出および授業の復習 



第四回 ブレインストーミングで課題を発見する 指定された課題の提出および授業の復習 
第五回 グラフ・オープンデータから課題を発見する 指定された課題の提出および授業の復習 

第六回 
情報の検索の基礎およびオープンデータの検索および
テーマの検討 

自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第七回 地域課題のテーマ検討の続きと情報収集 自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第八回 地域課題のテーマ検討の続きとブレインストーミング 自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第九回 地域課題のテーマ検討の続きと課題の深堀 
自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十回 
地域課題のテーマ検討の続きと情報収集と解決策の整
理 

自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十一回 
地域課題解決のアイディアと実現可能性についての検
討 

自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十二回 地域課題解決の提案内容の整理と発表準備 (1) 自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十三回 地域課題解決の提案内容の整理と発表準備 (2) 
自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十四回 発表 
自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十五回 発表の振り返りと今後の検討事項の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y06 

2.科目名 専門演習Ⅰ （2/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面、PC の持参が必須 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

データサイエンスの基礎であるデータ分析を地域データのオープンデータを用いて行う。自
分の選んだ市町村について指定された経済、防災などに関する分析を行う。また、留学⽣の
方は⺟国関連の特定分野の研究や、日本との比較など、いわゆるグローカルを課題にしても
よい。その後は実践的なテーマをデータサイエンスの教員の支援を受けながら分析および議
論する。場合によっては、文献を読んだり、少人数のグループでディスカッション，プレゼ
ンテーション，フィールドワークなどに取り組んでいく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

（１） 地方自治体が実際に分析している例を参考にしながら、データ分析の基礎を養
い、同様の分析を自分で行えるようにする。 
（２） オープンデータを使用することで様々なデータが利活用の方法を知る。 
（３） データの収集、分析、表現、ディスカッション，プレゼンテーションなどによ
り，主体的に問題を発見し解決する基礎力を修得する。 
(１)は自⽴性、社会的貢献性、問題発見・解決力と関係する。 
(２)は問題発見・解決力と専門的知識・技能 の活用力に関係する。 
(３)は社会的貢献性と専門的知識・技能 の活用力に関係する。 

19.教科書・教材 教材は基本的に Webclass で配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 
毎週、課題や進捗状況の提出を求める。 
各授業課題や進捗状況の提出の配点は 5 点とする。 
最終成果物の点数が 20 点とし、発表会に関するアンケート等を 5 点とする。 

22.コメント 

地域の課題を考えると大層なことを書いてありますが、 
日常的に感じていることを突き詰めることができるいい機会でもあります。 
私が地域の課題を考えるのが面⽩いなと感じているのは、 
こういう事を考えると日常⽣活の中に発見があることです。 
そうすると、街を歩くのが楽しくなり、ちょっと日常の楽しみが増えます。 
例えば、宝塚市だとデパートのカートがデパートの入り口ではなく、エレベーターの近くに
放置されていることがあります。 
これは「けしからんこと」なのか、「何か理由があってそうなっているのか」とあれこれと
考えることが新しい発見と地域の暮らしやすさに繋がると信じています。 
何もテーマが思いつかない場合は、ふらっと市町村の役所に行ってみてください。 
パンフレットがたくさん置いてあって、困っている事、取り組んでいる事などがたくさん書
かれたパンフレットがあります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第一回 ICT・データサイエンスの基礎 (1) 指定された課題の提出および授業の復習 
第二回 ICT・データサイエンスの基礎 (2) 指定された課題の提出および授業の復習 
第三回 ウェブマッピング(オープンデータ)で課題を発見する 指定された課題の提出および授業の復習 



第四回 ブレインストーミングで課題を発見する 指定された課題の提出および授業の復習 
第五回 グラフ・オープンデータから課題を発見する 指定された課題の提出および授業の復習 

第六回 
情報の検索の基礎およびオープンデータの検索および
テーマの検討 

自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第七回 地域課題のテーマ検討の続きと情報収集 自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第八回 地域課題のテーマ検討の続きとブレインストーミング 自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第九回 地域課題のテーマ検討の続きと課題の深堀 
自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十回 
地域課題のテーマ検討の続きと情報収集と解決策の整
理 

自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十一回 
地域課題解決のアイディアと実現可能性についての検
討 

自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十二回 地域課題解決の提案内容の整理と発表準備 (1) 自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十三回 地域課題解決の提案内容の整理と発表準備 (2) 
自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十四回 発表 
自身が考えたテーマに関する検討(1 時間 30
分以上)と途中経過のファイルの提出 

第十五回 発表の振り返りと今後の検討事項の振り返り  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y07 

2.科目名 専門演習Ⅰ （3/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学専攻 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 該当なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 登録したゼミを履修してください 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
みなさんが 3〜４年⽣になると、（ゼミによって程度は違うでしょうが）自分のテーマを決
め、卒業論文を書いていきます。社会学は多種多様なテーマを扱える学問なので、自分が関
心のあるテーマを自由に掘り下げられます。この自由さは社会学の大きな魅力だと（真鍋
は）思っているのですが、しかし「今そんなことを言われても何をテーマにしていいかわか
らない」と思った人もいるでしょう。また、「漠然とした関心はあるけれども、ここからど
うしたらいいかわからない」という人も、少なからずいるように思います。 
このゼミでは、参加者が 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

到達目標 
1）自分の関心のあり方（対象と同じとは限らない）についてイメージできる 
2）自分の関心について、他者に伝えることができる 
3）他者の関心のあり方に関心をもち、適切なコメントができる 
以上の到達目標は、（1）自律的で主体的な態度、（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケー
ションスキルに関連しています。 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します。 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します。 

21.成績評価 

学習目標 1）および 2）に対応する評価項目 
1）発表資料の提出…20% 
2）当日の発表…20% 
3）振り返りシートの提出…20% 
学習目標 3）に対応する評価項目 
4）事前質問の投稿…10% 
5）授業中・授業後の質問…15% 
6）質問の内容評価…15% 

22.コメント みなさんの積極的な参加を期待します。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション、日程調整 なし 

2 発表と質問の仕方 
来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 

3 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 



4 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

5 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

6 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

7 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

8 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

9 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

10 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

11 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

12 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

13 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

14 発表 

来週の発表資料に目を通す 
事前質問を投稿する 
発表資料を作成する 
振り返りシートを作成する（発表者） 

15 発表 振り返りシートを作成する（発表者） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y08 

2.科目名 専門演習Ⅰ （4/4） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学部 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

山本ゼミでは「共⽣」をテーマに取材を行います。「共⽣」や「ダイバーシティ（多様性）」
は重要な社会課題となりました。いかにもややこしそうです。ですが難しく考えることはあ
りません。社会のあり方が変化するなかで、過去から守られてきたルールや規範だけでは社
会を維持できなくなったからです。とはいえ、多くの学⽣は高校から大学までストレートに
進学してきたのだから「共⽣」なり「ダイバーシティー」と縁があったわけではないでしょ
う。 
そこで、本授業では全員に現場での取材やフィールドワークを行ってもらいます。また、関
連する文献 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の自律性、問題発見・解決力、コミュニ
ケーションスキルの学修に関連しています。 
①自身の「共⽣」をキーワードとするテーマをみつけることができる。（自律性・問題発
見・解決力） 
②自身のテーマに関連して調査、取材を行う。（コミュニケーションスキル） 
③調査、取材から成果物をつくる。（自律性・問題発見・解決力） 
 

19.教科書・教材 別途指定します。 
20.参考文献 別途指定します。 

21.成績評価 
・進捗レポート（全 15 回）・・・30% 
・ミニレポート・・・30% 
・研究計画書・・・40% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
授業の全体像を説明する。1 年⽣の振り返りを行う。 進捗レポートを作成する 

第 2 回 テーマを決める（１） 
ワークペーパーを通じて、自分のテーマを探す。 

進捗レポートを作成する 

第３回 
テーマを決める（２） 
書籍を通じて、自分のテーマを探す。 

進捗レポートを作成する 

第４回 
テーマを決める（３） 
自分のテーマについて他者に説明する。 

進捗レポートを作成する 

第５回 
テーマを決める（４） 
ディスカッションを通じてテーマを深める。 進捗レポートを作成する 

第６回 
研究・調査計画書をつくる（１） 
調査計画を知る。調査計画書をつくる。 
 

進捗レポートを作成する 

第７回 他の「おもしろい」を探す（１） 進捗レポートを作成する 



自分のテーマについて先行する「おもしろい」を探
す。 

第８回 
他の「おもしろい」を探す（２） 
自分のテーマについて先行する「おもしろい」を報告
する。 

進捗レポートを作成する 

第９回 
他の「おもしろい」を探す（３） 
自分のテーマについて先行する「おもしろい」と自分
の関心を比べる。 

進捗レポートを作成する 

第１０回 
研究・調査計画書をつくる（２） 
調査計画を知る。調査計画書をつくる。 

進捗レポートを作成する 

第１１回 
調査対象者を決める（１） 
調査対象者を具体化する。 進捗レポートを作成する 

第１２回 調査対象者を決める（２） 
家族・友人を調査してみる。 

進捗レポートを作成する 

第１３回 調査対象者を決める（３） 
家族・友人を調査し、発表する。 

進捗レポートを作成する 

第１４回 
プレ調査を考える（１） 
プレ調査について計画する。 

進捗レポートを作成する 

第１５回 
プレ調査を考える（２） 
プレ調査について計画する。 進捗レポートを作成する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y09 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科(クラス分けの通り） 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

卒業論文執筆につながる基礎的スキルを身に着けることを目的とする。 
この演習では，心理学の研究が世の中でどのような役割を持っており，学ぶことで何が得ら
れるのか理解し，説明するできるようになることを目指す。また，ディスカッションや専門
書の輪読，プレゼンテーション，ライティングを通して科学的な思考法の基盤を作る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（5）コミュニケーションスキル，の学修に関連しています。 
科目の学習目標は以下の通りです。 
①自分の興味にそった心理学の領域を見つけることができる。 
②理解した内容を発表し，他者に伝えることができる。 
③グループ内で円滑にコミュニケーションができる。 
③レポートを執筆し、推敲することができる。 

19.教科書・教材 なし。ノートパソコンを毎回持参すること。 
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

①各回の振り返りシート・・・1 点×15 回=15 点（学習目標③に対応） 
②各回の OneMinutePaper・・・1 点×15 回=15 点（学習目標①に対応） 
③中間発表および最終発表へのピア評価・・・25×2 回=50 点（学習目標②に対応） 
④最終レポート・・・20 点×1 回=20 点（学習目標④に対応） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス 
昨年度のふりかえりと今年度の目標設定 
ベンチマーク，e ポートフォリオの作成 
演習の目的の説明 

★毎回持参：ノートパソコン 
提出①：ブックレポートを Weclass に提出
すること。 
提出②：e ポートフォリオのふり返りと目標
設定 

第 2 回 課題設定とグループ分け 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 3 回 
グループワーク１−① 
注意事項の説明 
 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 4 回 グループワーク１−② 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 5 回 グループワーク１−③ 提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 6 回 中間発表資料の作り方 提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 



第 7 回 
キャリア合同ガイダンス 5 月 31 日（⽕）3 限（ウ
ィークリーアワー）で実施 

 

第 8 回 中間評価 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③ピア評価シート 
提出④中間発表資料 

第 9 回 グループワーク２−① 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 10 回 グループワーク２−② 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 11 回 グループワーク２−③ 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 12 回 最終発表準備 提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 13 回 最終発表 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③ピア評価シート 
提出④最終発表資料 

第 14 回 最終発表への学⽣間フィードバック 
レポートのまとめ方 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③改稿最終発表資料 

第 15 回 まとめとふりかえり 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y10 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科全専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 「初年次セミナー」「基礎演習」いずれか
を履修済みであること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」共通テーマ： 出遅れないための就活入門：2 年次だからで
きること 
この科目では、就活に必要な基礎的な知識とスキルを身につけることを目的とします。 
○「就活＝就職内定をとる手段」ととらえていないでしょうか？ 就職活動とは、高レベル
の社会実習であり、自分がどうなりたいのかを見つける学習機会でもあります。 
○本授業の目的は、自分が将来何をやりたいのか明確することです。具体的には、1 年次に
作成したラーニング・ルートマップに沿って、各人が今やるべきことを考え、目標（いつま
でに、何を、ど 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は、ＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の「問題発見・解決力」「自律性」「情報発信
力」の学修に関連しています。 
1．自分が今やるべきことに気づくことができる（問題発見・解決力） 
2．自ら計画を⽴て、実践することができる（自律性） 
3．一定枠のなかで自分の思いや考えを表現することができる（情報発信力） 
 

19.教科書・教材 改訂版「納得の内定」をめざす就職活動 1 冊目の教科書 オンライン就活対応 
（KADOKAWA）2021 年 2 月 

20.参考文献 濱口桂一郎『若者と労働―「入社」の仕組みから解きほぐす』中央公論新社、2013 年 

21.成績評価 

○1 年次のふりかえり・ベンチマークチェック（10％） 
○春学期の目標およびアクションプランの設定（10％） 
○ラーニング・ルートマップの作成・改訂（10％） 
○キャリア教育レポート（15%） 
○自己 PR 文の作成（10％) 
○企業研究レポートの作成（15%) 
○8 月〜9 月のアクションプランの作成（10%） 
○最終レポート（20％） 

22.コメント 

①納得できる進路を決めたい人、②目的意識を持って自律的に行動できる人、③気の合わな
い人とも並存・共在できる人、④考えを言葉（文章）で表現できる人、⑤履修登録した科目
の単位を落とさぬよう頑張ることができる人、を求めます。 
※合同ゼミの都合等で、スケジュールが変更になることがあるかもしれません。ご了承くだ
さい。 

23.オフィスアワー ○研究室オフィスアワー⇒⽕曜Ⅲ限（1320 研究室） 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（メディアライブラリー） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回  
4/13 
 

○オリエンテーション（授業の内容・進め方等につい
て） 
○自己紹介 

◆ノート PC ◆時間割 
◆リフレクション資料    
◆成績表 



○履修登録の確認 
○前学期のふりかえり（e ポートフォリオ） 
○今学期の目標設定（e ポートフォリオ） 
 

第 2 回 4/20 
 

○今学期のアクションプランの設定（e ポートフォリ
オ） 
 

◆ノート PC 
提出物：アクションプラン（e ポートフォリ
オ） 

第 3 回  
4/27 

○講義：「自己分析」からはじめよう（教科書 第 1
章）  
 

◆ノート PC、教科書 
 

第 4 回 5/11 ○ワーク：自己分析シートの作成① 
◆ノート PC、教科書 
提出物：改訂版ラーニングルートマップ 

第 5 回  
5/18 
 

○ワーク：自己分析シートの作成② 
◆ノート PC、教科書 
 

第 6 回 5/25 
 ○ワーク：自己 PR 文の作成 

◆ノート PC 
提出物：自己 PR 文 

第 7 回 5/31 

○キャリア合同ガイダンス  
※5 月 31 日（⽕）Ⅲ限ウィークリーアワーの時間帯
を使って実施 
 

◆ノート PC 
アサイメント：キャリア教育レポート 

第 8 回  6/8 
○講義：想いが伝わる「エントリーシート」の作り方
（教科書 第 2 章） 

◆ノート PC、教科書 

第 9 回 
6/15 
 

○講義:自分にとっての優良企業を見つける「企業研
究」（教科書 第 3 章） 

◆ノート PC、教科書 

第 10 回  
6/22 

○講義：就活サイトに登録しよう 
○ワーク：就活サイトの検索① 
 

◆ノート PC、教科書 
 

第 11 回 
6/29 

○講義：「インターンシップ」を有効に活用しよう
（教科書 第 4 章） 
 

◆ノート PC、教科書 
 

第 12 回  
7/6 

○ワーク：就活サイトの検索② 
 

◆ノート PC 
 

第 13 回 
7/13 ○ワーク：就活サイトの検索③ 

◆ノート PC 
○提出物：企業研究レポート 

第 14 回 
7/20 
 

○ワーク：8〜9 月アクションプランの作成 
 

◆ノート PC 
提出物：アクションプラン（e ポートフォリ
オ） 

第 15 回 
7/27 
 

○春学期のふりかえり＆夏休みのアクションプランの
発表 
 

◆ノート PC 
提出物：最終レポート 



1.授業
コード 
（ナン
バリン
グ） 

SMN201-Y11 2.科目名 専門演習Ⅰ 
3.単位
数 

2 

4.授業
担当教
員 

髙橋浩樹 

5.授業
科目の
区分 

警察分野における実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分  

7.開講学
期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修
可能な
専攻 

 
9.履修学
年  

10.取得
資格の
要件 

 11.先修条件  

12.研究
室 

※ 13.電話番号 ※ 

14.E-
Mail 
Addres
s 

※ 15.授業形態  

16.履修
制限  

17.授業
の目的
と概要 

目的：社会的耳目を集めた事件や事故、ネット空間における問題点等を題材として、情報の収集と分析、
グループ討議、プレゼンテーションを通して、物事、自己の主張を他者に正しく伝えるスキルを身に付け
ることを目的とします。 
概要：各班においてテーマを選定し、情報検索、グループ討議（問題点、再発防止策等）、発表案（プレ
ゼン資料、読み原稿等）の作成及び発表を行います。 
※各回ノートパソコンを持参して下さい。 
 初回にグループ分けを実施しますので、必ず出席して下さい。 

18.学習
目標と 
 ＤＰ
との関
連 

ＤＰの(4)問題発見・解決力(5)コミュニケーションスキル(6)専門的知識・技能の学修に関連しています。  
 ① 多様な情報源から必要かつ信頼できる情報を収集し、分類することができる 
 ② 必要な情報を自分の主張の裏付けとして活用することができる 
 ③ 決められた条件の中で知見や考えを表現することができる 
 ④ 他者の発言の論点を理解したうえで自己の意見を示すことができる  
 ⑤ 犯罪に関連する専門的知識を獲得することができる 
 

19.教科
書・教
材 

特にありません 

20.参考
文献 適宜紹介します。 

21.成績
評価 

・テーマレポート               40％   学習目標①、②、⑤に対
応                                                        
      ・プレゼンテーション             40％    学習目標③に対



応                                                       
           ・ディスカッションにおける質疑・発言   20％      学習目標④に対応 

22.コメ
ント  

23.オフ
ィスア
ワー 

研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.
授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第
1
回 

・オリエンテーション：演習の内容と進め方に関する説
明                                    
・メンバー紹介：自己紹介、習得目標
等                                       
     ・班編
成                                       
                   ・意見聴取、要望・質疑
等 

自己アピールポイントをまとめておく
こと 

第
2
回 

研究発表      
  ・ディスカッション、グループワーク  
   社会的反響の大きい事件を中心に各班ごとにテーマを選定し事
実認定、対策の検討、資料の作成、発表を行う。    
 ・第 5 回授業において各班ごとに発表 

各自が発表テーマ候補を選定し、班内
での討議に備えて考えをまとめておく
こと 

第
3
回 

・ディスカッション、グループワーク 
 研究課題について発表に向けた作業（各班） 役割分担の付与 

発表テーマに関して、班内での討議に
備え、情報収集・分析、考察のまとめ
を行うこと 

第
4
回 

・ディスカッション、グループワーク 
 研究課題について発表に向けた作業（各班） 

各自が討議内容をまとめ班内に置いて
討議できる準備を行う こと                     
各班代表者は終了時、資料を
WebClass に搭載すること 

第
5
回 

研究発表     
・プレゼンテーション 各班ごとの発表   
・ディスカッション 他班からの質疑応答にこたえ、各班ごとの良
好点、欠点をお互い討議する。 

発表班はプレゼンテーションの準備を
行っておくこと 
発表班以外のゼミ員は、各自質問事項
をまとめておくこと 

第
6
回 

研究発表  
・ディスカッション、グループワーク      
 社会的反響の大きい事件を中心に各班ごとにテーマを選定し事実
認定、対策の検討、資料の作成、発表を行う。    
・第 9 回授業において各班ごとに発表 

各自が発表テーマ候補を選定し、班内
での討議に備えて考えをまとめておく
こと 

第
7
回 

・キャリア教育 
 5/31 の 3 限ウィークリーアワーの時間に実施 
 6/1 のゼミは 5/31 の振替のため休講とします。  
 

発表テーマに関して、班内での討議に
備え、情報収集・分析、考察のまとめ
を行うこと 

第
8

・ディスカッション、グループワーク 
 研究課題について発表に向けた作業（各班） 

各自が討議内容をまとめ班内に置いて
討議できる準備を行うこと                      



回 各班代表者は終了時、資料を
WebClass に搭載すること 

第
9
回 

研究発表    
・プレゼンテーション 各班ごとの発表    
・ディスカッション 同一テーマにおいて班毎の分析の相違等の要
因等について討議する。 

発表班はプレゼンテーションの準備を
行っておくこと 
発表班以外のゼミ員は、各自質問事項
をまとめておくこと 

第
10
回 

研究発表 
・ディスカッション、グループワーク      
 社会的反響の大きい事件を中心に各班ごとにテーマを選定し事実
認定、対策の検討、資料の作成、発表を行う。    
・第 13 回授業において各班ごとに発表 

各自が発表テーマ候補を選定し、班内
での討議に備えて考えをまとめておく
こと 

第
11
回 

・ディスカッション、グループワーク 
 研究課題について発表に向けた作業（各班） 役割分担の付与 

発表テーマに関して、班内での討議に
備え、情報収集・分析、考察のまとめ
を行うこと 

第
12
回 

・ディスカッション、グループワーク 
 研究課題について発表に向けた作業（各班） 

各自が討議内容をまとめ班内に置いて
討議できる準備を行うこ
と                    
各班代表者は終了時、資料を
WebClass に搭載すること 

第
13
回 

研究発表    
・プレゼンテーション 各班ごとの発表    
・ディスカッション 同一テーマにおいて班毎の分析の相違等の要
因等について討議する。 

発表班はプレゼンテーションの準備を
行っておくこと 
発表班以外のゼミ員は、各自質問事項
をまとめておくこと 

第
14
回 

〇 統括、本演習を振り返り、各プレゼンテーションに関して補正 
すべき事項を考察する。（ディスカッション） 

各自プレゼンテーション資料の再考を
行うこと 

第
15
回 

〇 統括、まとめ 本演習を通して疑問点や課題について討議を行
い、問題・課題解決をはかる。（ディスカッション） 

各自自らの総括を行い、反省点・改良
点等をまとめておくこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y12 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科(クラス分けの通り） 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
本授業では、卒業論文執筆につながる基礎的スキルを身に着けることを目的とする。 
具体的には心理学に親しみ、専門書を読み解き、レジュメを作成すること、心理検査を行
い、報告書を作成することを通してレポート・ライティングのスキルを身に着ける。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
科目の学習目標は以下の通りです。 
①自分の興味にそった心理学の領域を見つけることができる。 
②指定された専門書を読破できる。 
③課題ごとに出されるレポートを執筆し、推敲することができる。 

19.教科書・教材 なし。ノートパソコンを毎回持参すること。 
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

①興味ある領域のプレゼンテーション・・・30 点（学習目標①に対応） 
②指定された専門書担当部分のレジュメ作成と発表・・・30 点（学習目標②に対応） 
③レポート・・・40 点（学習目標③に対応） 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜昼休み 学修支援センターオフィスアワー  
⽕曜 4 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス 
昨年度のふりかえりと今年度の目標設定 
ゼミの内容について意見を出し合う。 

★毎回持参：ノートパソコン 

第 2 回 お互いを知り合う〜自己紹介のワーク〜 

提出①：ブックレポートを Weclass に提出
すること。 
提出②：e ポートフォリオのふり返りと目標
設定 

第 3 回 
ブックレポート推敲① 
 宿題：ブックレポートの推敲 

第 4 回 ブックレポート推敲② 
提出：ブックレポートを Webclass に提出す
ること。 
宿題：ブックレポートの推敲 

第 5 回 
ブックレポート発表① 
7 名 

宿題：レポート 
 

第 6 回 ブックレポート発表② 
7 名 

 

第 7 回 キャリア合同ガイダンス 5 月 31 日（⽕）3 限（ウ
ィークリーアワー）に実施 

 



第 8 回 
ブックレポート発表③ 
7 名 

提出：レポート 

第 9 回 
心理検査(知能検査）① 
理論について学び、検査を実施する。  

第 10 回 心理検査（知能検査）② 
検査を実施する。 

 

第 11 回 
心理検査（知能検査）③ 
得点化する。 

宿題：得点化 

第 12 回 
知能検査④ 
所見の書き方を学ぶ。 

宿題：所見 

第 13 回 
心理検査(人格検査）① 
理論について学び、検査を実施する。 

提出：知能検査所見 
宿題：心理検査結果をまとめる 

第 14 回 心理検査(人格検査）② 
理論について学び、検査を実施する。 

持参：前回の宿題 
宿題：所見を書く 

第 15 回 まとめとふりかえり 持参：前回の宿題、パソコン 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y13 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 道免逸子 

5.授業科目の区分 

【基幹科目】臨床心理
分野における実務経験
のある教員による授業
科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科(クラス分けの通り） 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本演習は、興味あるテーマについて探求する楽しさを知ることを目的とします。論文を読む
体験、プレゼンをする体験から卒論執筆に必要な基礎的スキルの獲得を目指し、jamboard
や mindmeister といったオンラインツールを学びに取り入れることで、効率的に作業を進め
る力も身につけます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の 1.自律性、4.問題発見・解決力、5.コ
ミュニケーションスキルの学修に関連している。 
本科目の学習目標は次の通りである。 
①心理学領域の中に、興味ひかれるテーマをみつけている 
②心理学の専門書を読み、内容をまとめることができる 
③探求する楽しさを知り、自ら進んで学ぶ姿勢を身につけている 
④研究のための多様なアプローチを考えることができる 
⑤仲間と協働する楽しさを知っている 
 

19.教科書・教材 特に指定しない 
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

①興味ある領域のプレゼンテーション・・・30 点（学習目標①②③④に対応） 
②mindmeister を用いた専門書の要約・・・30 点（学習目標②④に対応） 
③ アサインメント提出・・・３０点（学習目標③④に対応） 
④ 総括レポート・・・１０点（学習目標③④⑤に対応） 
 

22.コメント 毎回ノートパソコンを持参してください。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー： 
センターオフィスアワー： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ガイダンス  
進め方の説明  自己紹介 jamboard に触れる 
 

パソコンを持参すること。 
 

第 2 回 mindmeister の使い方 自己紹介 map 作成 mindmeister で自己紹介 map の作成 

第 3 回 最終プレゼンの課題と様式を考える 次回、最終プレゼンの課題と様式の発表の準
備 

第 4 回 最終プレゼンの課題と様式の発表 
次回輪読の下読み 
最終プレゼンに向けた自主的調査研究 

第 5 回 論文の輪読(専門書)１ 内容要約 次回の分の下読み 
第 6 回 論文の輪読(専門書)２ 内容の要約 
第 7 回 キャリア合同ガイダンス  5/31（⽕)3 限ウィーク 最終プレゼンに向けた自主的調査研究 



リーアワーに実施 

第 8 回 最終プレゼンの中間発表 
 

持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 

第 9 回 
臨床心理に関する講義 ディスカッション グループ
ワーク jamboard 
 

最終プレゼンに向けた自主的調査研究 
 

第 10 回 予備 最終プレゼンに向けた自主的調査研究 

第 11 回 
災害心理に関する講義 ディスカッション グループ
ワーク jamboard 最終プレゼンに向けた自主的調査研究 

第 12 回 最終プレゼン 7 名 
持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 
 

第 13 回 最終プレゼン 6 名 持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 

第 14 回 最終プレゼン 6 名 持参：発表者はレジュメをゼミの人数分＋１
持参すること。 

第 15 回 まとめとふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y14 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 ＜共通必修科目＞ 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本専門演習では、人間関係に焦点を当て社会心理学の視点から学習する。具体的には、対人
認知、対人魅力、親密な人間関係、対人コミュニケーション、集団内での人間関係、大衆現
象等について、学んでいく。 
 これらを学習していく過程において、データ解析、心理統計、社会心理学研究法などの知
識も必要であるので、折に触れ解説していきたい。また、新聞・インターネットなどを通じ
て、日本の社会事象などに常に注意を払っておくことが必要である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学科の学習目標】 
「人間の心理の客観的理解（レベル１）」ー心理学の主要な理論が理解でき、説明できる。
具体的には、授業で学習した人間関係の心理学における諸理論について理解でき、説明でき
る。 
【Kuis 学習ベンチマーク】 
①人間関係の心理学に関する文献の担当章を理解し、レジュメを作成する過程で、人間関係
における種々の問題について発見することができる「問題発見・解決力」。 
②自分が作成したレジュメにしたがって、フロアにわかりやすく説明できる「専門的知識・
技能の活用」。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 
藤原武弘編 『社会心理学−現代心理学シリーズ９−』 培風館 
 田中國夫編 『人が見え 社会が見え 自分が変る−ザ・社会心理学バザール−』 創元社 

21.成績評価 

１．担当章のテキスト講読、論文講読等について  レジュメを作成する（３０点＝１５点
×２） 
    →学習目標①に対応 
２．担当章のテキスト講読、論文講読等についてのレジュメをもとに発表・討論を行う（３
０点＝１５点×２） →学習目標②に対応 
３．最終レポートは、２，０００字以上でまとめる（３０点） 
 →学習目標①②に対応 
４．e ポートフォリオの作成（１０点） →学習目標①②に対応 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ガイダンス、および履修指導  

第 2 回 

テキストの輪読等について  担当章の割当て、レジュ
メの作り方，発表と討論の方法など 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお

 



く。（120 分） 

第 3 回 

第１回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 4 回 

第２回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 5 回 

第３回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 6 回 

第４回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 7 回 

第 5 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 8 回 

第 6 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 9 回 

第 7 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 10 回 

第 8 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 11 回 

第 9 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 12 回 

第 10 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 13 回 

第 11 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受
講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

 

第 14 回 
第 12 回の発表と討論 
○発表担当者は、レジュメ作成と発表の準備、他の受

 



講⽣は、発表される章を読み、疑問点を明確にしてお
く。（120 分） 

第 15 回   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN201-
Y15 

2.科目名 専門演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 
警察分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年~ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】事件・事故を題材としたグループ討議やプレゼンテーション通じて、専門分野の情
報収集力やコミュニケーション能力を身につけることを目的とします。 
【概要】具体的には、班別に事件・事故に関するテーマを自由に選定し、事実関係や背景事
情、内在する問題点等について調査・検討したのちにプレゼンを行い、討議することにより
専門的知識を学修します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力(5)コミュニケーショ
ンスキル(6)専門的知識・技能、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
① 情報を収集・整理して自己主張する。 
② 他者の主張を理解して自己主張する。 
③ 犯罪の発⽣と対処について理解する。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

評価の方法は次のとおりです。 
・テーマ研究（プレゼン・質疑応答を含む）   ２０×２  ４０％ 
・レポート(私が考える安全の価値)             ２０％ 
・キャリア授業（提出物及び取組み姿勢）              １５％ 
・自由課題研究の「感想書」               １０％ 
・振り返りレポート                   １５％ 

22.コメント 毎回ノートパソコンを持参してください。 

23.オフィスアワー 
センタープログラム：「警察官・消防官志望者へのアドバイス」 
   ＊春学期・⽕曜日４限  １号館学修支援コーナー   
   ＊秋学期・月曜日４限  １号館学修支援コーナー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

○ オリエンテーション:  講義の内容と進め方に関
する説明  
○ お互いを知り合う :   自己紹介 
○ 班編制の実施 
○ 論文検索方法 

毎回、ノートパソコンを持参願います 

第 2 回 

研究発表① 
  ?   事件・事故を中心として班ごとに事実関係を
確認のうえ、背景事 
 情や内在する問題点、対策などについて調査研究
し、資料作成の 
 うえプレゼンを行う。 
 ・ 班ごとにテーマの選定 

各自、研究テーマを考えて授業に臨むこと 



 ・ 班内での役割分担を決め、調査・研究 
 ・ プレゼン発表準備 
    ＊ 第５回授業において、班ごとにプレゼン 

第３回 
研究発表① 
 班ごとのテーマを調査・研究 
   ＊ 第５回授業において、班ごとにプレゼン 

自身の役割分担について整理して、班別討議
に臨むこと 

第４回 
研究発表① 
 班ごとのテーマを調査・研究 
   ＊ 第５回授業において、班ごとにプレゼン 

各自が前回の討議内容を理解・整理して、班
別最終討議に臨むこと 

第５回 

研究発表① 
 ? 班ごとにプレゼンテーション 
 ? 相互評価 
    各グループ発表について、疑問点等を質疑検
討等すること 
   により、議論を深める。 

各班の代表者は、プレゼン資料をウェブクラ
スに搭載する 

第６回 

研究発表② 
 ?   事件・事故を中心として班ごとに事実関係を確
認のうえ、背景事 
 情や内在する問題点、対策などについて調査研究
し、資料作成の 
 うえプレゼンを行う。 
 ・ 班ごとにテーマの選定 
 ・ 班内での役割分担を決め、調査・研究 
 ・ プレゼン発表準備 
    ＊ 第９回授業において、班ごとにプレゼン 

各自、研究テーマを考えて授業に臨むこと 

第７回 

キャリア合同ガイダンス 
  ５月３１日(⽕)３限（ウィークリーアワー）で実
施 
   ・・５月２７日(金)４限のゼミは、振替休講と
なる。 
  ＊キャリア志望について、現段階での思い・夢を
８００字程度 
      （Ａ４用紙１枚）にまとめ WebClass に提出
する…（山本ゼミ） 

 

第８回 
研究発表② 
 班ごとのテーマを調査・研究 
   ＊ 第９回授業において、班ごとにプレゼン 

自身の役割分担について整理して、班別討議
に臨むこと 

第９回 
研究発表② 
 班ごとのテーマを調査・研究 
   ＊ 第９回授業において、班ごとにプレゼン 

各自が前回の討議内容を理解・整理して、班
別最終討議に臨むこと 

第１０回 

研究発表② 
 ? 班ごとにプレゼンテーション 
 ? 相互評価 
    各グループ発表について、疑問点等を質疑検
討等すること 
   により、議論を深める。 

各班の代表者は、プレゼン資料をウェブクラ
スに搭載する 

第１１回 
文書検索研修 
 １号館２階⻄端の部屋(クラボレーションルーム) 

 



6／24 
  ＊ノートパソコン必需 

第１２回 

 レポートの作成 
   テーマ： 「私が考える安全の価値」  ①／２ 
     ＊ ２０００字以上、A4 版（縦置き）横書
き、１ページ 
                      (４０字 ×３５行)、ワード
で作成する。 
     ＊根拠とした資料や論文を書き入れること
(文字数には   
      含めない)。 

レポート課題について、必要な資料収集を行
うなど準備をして臨むこと 

第１３回 

 レポートの作成 
   テーマ： 「私が考える安全の価値」  ②／２ 
     ＊ ２０００字以上、A4 版（縦置き）横書
き、１ページ 
                     (４０字 ×３５行)、ワードで
作成する。 
     ＊根拠とした資料や論文を書き入れること
(文字数には   
      含めない)。  
     ＊WebClass に提出する。 

授業で指定された、WebClass 提出期日を厳
守のこと 

第１４回 
自由課題研究の実施 
 ＊感想書(400 字以上)を WebClass へ提出する。  

第１５回 

振り返りとまとめ 
 ・ 本演習を振り返り、疑問点や課題について討議
を行い、課題 
    を解決する。 
 ・ 春学期の振り返りレポート(800 字程度)を作成
し、WebClass 
  へ提出する。 
    ・ 秋学期は、各人で事例研究しプレゼンを行う
ので、夏休みに 
  テーマ選定等の準備をしておく。 

各自、春学期の総括を行って授業に臨むこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN202-
Y01 

2.科目名 専門演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 伊藤創 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 
 

9.履修学年 ２年秋 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
本科目では、１学期間の現地留学である「グローバルリサーチ」のための準備を行う。 
留学先大学内外において、現地社会・文化に関連した課題に取り組み、国際コミュニケーシ
ョンについての知識や理解を深めるために、その基盤となる知識やスキルを学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

◎現地での活動に必要となる実践的な英語コミュニケーション力を身につける 
◎滞在国の文化、歴史、日本との関係などについて、基本的な情報を自分の言葉で語ること
ができる 
◎自分とは異なる価値観を理解し、尊重するために、様々な事項をグローバルな視点から考
えることができる 
(4)問題発見・解決力 
(5) コミュニケーションスキル 
(6) 専門的知識・技能 の活用力  
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 必要に応じて資料を随時配布する 

21.成績評価 

留学国やリサーチテーマ設定に関するプレゼンテーション（グループ）30% 
自らのリサーチテーマに関するプレゼンテーション（個人）30% 
リサーチの計画書(最終レポートに相当)40% 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 月曜３限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 オリエンテーション  
 リサーチテーマの設定・方法論 1  

 リサーチテーマの設定・方法論 2 
 

 

 リサーチテーマの設定・方法論 3  
 中間プレゼンテーション準備  
 中間プレゼンテーション準備  

 合同ゼミ 文献検索・危機管理講習 （全体活動） 
（or フィールドワーク） 

 

 合同ゼミ 中間プレゼンテーション 1  
 合同ゼミ 中間プレゼンテーション 2  
 各個人の留学先大学についての情報収集 （各ゼミ）  

 各個人のリサーチトピックの設定・情報収集・履修計
画の設定 1 （各ゼミ） 

 



 
各個人のリサーチトピックの設定・情報収集・履修計
画の設定 2 （各ゼミ） 

 

 
各個人のリサーチトピックの設定・情報収集・履修計
画の設定 2 （各ゼミ）  

 リサーチ計画についてのプレゼンテーション/ディス
カッション 1 （各ゼミ） 

 

 
リサーチ計画についてのプレゼンテーション/ディス
カッション 2  （各ゼミ） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
A01 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 

総合演習科目／情報分
野における実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・プロジェクトマネジメントの実践 
・プロジェクトマネジメントとは、納期が決められているプロジェクトをどのように企画、
推進すれば成功するのか、詳しく計画を⽴てて管理、運営していくことといえる。 
・この授業では、1 年⽣秋学期にプロジェクトマネジメントと PBL（Project Based 
Learning）学習に取り組んだ「プロジェクトマネジメント演習Ⅰ」の次の段階として、PBL
学習によるプロジェクトマネジメントの実践に取り組んでいく。 
【概要】 
・授業では具体的なプロジェクトとして、創造的問題解決 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（２）社会的貢献性、
（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキルに関連しています。 
■本科目の学習目標 
＜学習目標①＞ 
グループワークを含む PBL 学習にコミュニケーションを取りながら、積極的に取り組んで
いくことができる。 
＜学習目標②＞ 
創造的問題解決のプロセスを理解する。 
＜学習目標③＞ 
インターンシップに参加できる水準のビジネスマナーや知識、そしてモチベーションを備え
ることができる。 
＜学習目標④＞ 
授業や活動の記録、まとめや報告書等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるように
なる。 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 
20.参考文献 必要に応じて別途知らせる。 

21.成績評価 

PBL グループワーク  課題        60％ 
自己 PR 作成              15％ 
志望動機作成               10％             
ePF 投稿  3 回（PBL グループワーク、IS 準備）     15％ 

22.コメント ・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：木曜昼休み 
センターオフィスアワー：木曜１限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 01 回 ガイダンス ノートＰＣ持参 



■ 授業の目的と進め方 
■PBL 学習について 
■ インターンシップと発表について 
 

第 02 回 ＜創造的問題解決１＞ 
■創造性的問題解決の基礎を学びます。 

ノート PC 持参 

第 03 回 
＜創造的問題解決２＞ 
■創造性的問題解決の基礎を学びます。 

ノート PC 持参 
 

第 04 回 
＜事例研究１＞ 
■日経ビジネス「敗軍の将、兵を語る」の事例を用い
たグループ発表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 05 回 
＜事例研究２＞ 
■日経ビジネス「敗軍の将、兵を語る」の事例を用い
たグループ発表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 06 回 
＜事例研究３＞ 
■日経ビジネス「敗軍の将、兵を語る」の事例を用い
たグループ発表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 07 回 
 

＜事例研究４＞ 
■日経ビジネス「敗軍の将、兵を語る」の事例を用い
たグループ発表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 08 回 
＜事例研究５＞ 
■日経ビジネス「敗軍の将、兵を語る」の事例を用い
たグループ発表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 09 回 
＜事例研究６＞ 
■日経ビジネス「敗軍の将、兵を語る」の事例を用い
たグループ発表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 10 回 

＜インターンシップ事前学修 その①＞ 
■ISⅠ授業の概要の説明 
■IS 派遣先希望調整 
■自己 PR 作成演習 

ノート PC 持参 

第 11 回 
 

＜インターンシップ事前学修 その②＞ 
■自己 PR 作成演習 
■面接準備演習 

ノート PC 持参 

第 12 回 
＜インターンシップ事前学修 その③＞ 
■志望動機作成演習 
■IS 派遣先発表 

ノート PC 持参 

第 13 回 

＜インターンシップ事前学修 その④＞ 
■インターンシップの概要 
■外部講師講話 
■各自のインターンシップ先に応じた事前学修 

ノート PC 持参 

第 14 回 
＜インターンシップ事前学修 その⑤＞ 
■マナー講座 
■各自のインターンシップ先に応じた事前学修 

ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅱの総括と振り返り
＞ 
■PBL 学習の振り返り 
■学外学習、インターンシップの準備状況を e ポー

ノート PC 持参 



トフォリオに記載 
■インターンシップの準備状況の確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
A02 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡村克彦 

5.授業科目の区分 

総合演習科目/航空運送
事業分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・プロジェクトマネジメントの実践 
・プロジェクトマネジメントとは、納期が決められているプロジェクトをどのように企画、
推進すれば成功するのか、詳しく計画を⽴てて管理、運営していくことといえる。 
・この授業では、1 年⽣秋学期にプロジェクトマネジメントと PBL（Project Based 
Learning）学習に取り組んだ「PM 演習Ⅰ」の次の段階として、学外学習を含めてグループ
での PBL 学習を交えてプロジェクトマネジメントの実践に取り組んでいく。 
【概要】 
・授業では具体的なプロジェクトとして、地域 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（２）社会的貢献性、
（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキルに関連しています。 
■本科目の学習目標 
＜学習目標①＞ 
グループワークを含む PBL 学習にコミュニケーションを取りながら、積極的に取り組んで
いくことができる。 
＜学習目標②＞ 
学外学習で地域の社会や人々を理解し、コミュニケーションを取りながら行動し、地域に貢
献することができる。 
＜学習目標③＞ 
インターンシップに参加できる水準のビジネスマナーや知識、そしてモチベーションを備え
ることができる。 
＜学習目標④＞ 
授業や活動の記録、まとめや報告書等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるように
なる。 
 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 
20.参考文献 必要に応じて別途知らせる。 

21.成績評価 

PBL グループワーク  課題           30％ 
PBL 学外学習                  課題            30% 
自己 PR 作成              15％ 
志望動機作成               10％             
ePF 投稿  3 回（PBL グループワーク、IS 準備）     15％ 

22.コメント ・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 



センターオフィスアワー：水曜 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 

＜オリエンテーション＞ 
 ■ ビジネスデザイン専攻について 
 ■ デザイン思考とは 
 ■ 学外学習と発表について 
 ■ インターンシップと発表について 
 

ノートＰＣ持参 

第 02 回 

＜デザイン思考を学ぶ＞ 
 ■ ビジネスデザインはなぜ必要か 
 ■デザイン思考を学ぶ  
 

ノート PC 持参 

第 03 回 

＜学外学習を含む PBL グループワーク ①＞ 
 ■ PBL プロジェクト 
 ■ チームビルディング 
 ■課題検討 

ノート PC 持参 
 

第 04 回 

＜学外学習を含む PBL グループワーク ②＞ 
 ■ KJ 法 講義と演習 
 ■ KJ 法 グループ発表 
 ■課題検討 
 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 05 回 

第 5 回 ＜学外学習を含む PBL グループワーク ③
＞ 
 ■ 学外学習（予定） 
 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 06 回 

第 6 回 ＜学外学習を含む PBL グループワーク ④
＞ 
 ■ 学外学習（予定） 
 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 07 回 
 

＜学外学習を含む PBL グループワーク ⑤＞ 
 ■ 学外学習（予定） 
 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 08 回 

＜学外学習を含む PBL グループワーク ⑥＞ 
 ■ PBL グループまとめ 
 ■ PBL    ポスター作成 
 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 09 回 

＜学外学習を含む PBL グループワーク ⑦＞ 
 ■ PBL    ポスター作成 
 ■ PBL    ポスター グループ毎発表 
 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 10 回 

＜インターンシップ事前学修 その①＞ 
■ISⅠ授業の概要の説明 
■IS 派遣先希望調整 
■自己 PR 作成演習 

ノート PC 持参 

第 11 回 
 

＜インターンシップ事前学修 その②＞ 
■自己 PR 作成演習 
■面接準備演習 

ノート PC 持参 



第 12 回 
＜インターンシップ事前学修 その③＞ 
■志望動機作成演習 
■IS 派遣先発表 

ノート PC 持参 

第 13 回 

＜インターンシップ事前学修 その④＞ 
■インターンシップの概要 
■外部講師講話 
■各自のインターンシップ先に応じた事前学修 

ノート PC 持参 

第 14 回 
＜インターンシップ事前学修 その⑤＞ 
■マナー講座 
■各自のインターンシップ先に応じた事前学修 

ノート PC 持参 

第 15 回 

＜プロジェクトマネジメント演習Ⅱの総括と振り返り
＞ 
■PBL 学習の振り返り 
■学外学習、インターンシップの準備状況を e ポー
トフォリオに記載 
■インターンシップの準備状況の確認 

ノート PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
A03 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 北村正仁 

5.授業科目の区分 
総合演習科目 
（実務経験のある教員
による授業科目） 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・プロジェクトマネジメントの実践 
・プロジェクトマネジメントとは、目標や納期が決められているプロジェクトをどのように
企画、推進すれば成功するのか、詳しく計画を⽴てて管理、運営していくことといえる。 
・この授業では、1 年⽣秋学期にプロジェクトマネジメントと PBL（Project Based 
Learning）学習に取り組んだ「プロジェクトマネジメント演習Ⅰ」の次の段階として、PBL
学習によるプロジェクトマネジメントの実践に取り組んでいく。 
【概要】 
・授業では具体的なプロジェクトとして、創造的問 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性、（２）社会的貢献性、
（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキルに関連しています。 
■本科目の学習目標 
＜学習目標①＞ 
グループワークを含む PBL 学習にコミュニケーションを取りながら、積極的に取り組んで
いくことができる。 
＜学習目標②＞ 
創造的問題解決のプロセスを理解する。 
＜学習目標③＞ 
インターンシップに参加できる水準のビジネスマナーや知識、そしてモチベーションを備え
ることができる。 
＜学習目標④＞ 
授業や活動の記録、まとめや報告書等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるように
なる。 

19.教科書・教材 特になし。必要時には教員が PPT や資料を配付・提示する。 
20.参考文献 必要に応じて別途知らせる。 

21.成績評価 

PBL グループワーク（課題）：  60％ 
自己 PR 作成：15％ 
志望動機作成： 10％             
ePF 投稿（3 回）（PBL グループワーク、IS 準備）：15％ 

22.コメント 
・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜日５時限 
センターオフィスアワー：⽕曜日３時限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回 
ガイダンス 
■ 授業の目的と進め方 

ノートＰＣ持参 



■PBL 学習について 
■ インターンシップと発表について 
 

第 02 回 

＜創造的問題解決１＞ 
・創造性的問題解決の基礎を学びます。 
・著名経営者のマネジメント事例を学びます。 
 

ノート PC 持参 

第 03 回 
＜創造的問題解決２＞ 
・創造性的問題解決の基礎を学びます。 
・著名経営者のマネジメント事例を学びます。 

ノート PC 持参 
 

第 04 回 
＜事例研究１＞ 
・著名経営者のマネジメント事例を用いたグループ発
表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 05 回 
＜事例研究２＞ 
・著名経営者のマネジメント事例を用いたグループ発
表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 06 回 
＜事例研究３＞ 
・著名経営者のマネジメント事例を用いたグループ発
表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 07 回 
 

＜事例研究４＞ 
・著名経営者のマネジメント事例を用いたグループ発
表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 08 回 
＜事例研究５＞ 
・著名経営者のマネジメント事例を用いたグループ発
表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 09 回 
＜事例研究６＞ 
・著名経営者のマネジメント事例を用いたグループ発
表。 

・ノート PC 持参 
・発表当番のグループは事前に発表資料を提
出 

第 10 回 

＜インターンシップ事前学修 その①＞ 
■ISⅠ授業の概要の説明 
■IS 派遣先希望調整 
■自己 PR 作成演習 

ノート PC 持参 

第 11 回 
 

＜インターンシップ事前学修 その②＞ 
■自己 PR 作成演習 
■面接準備演習 

ノート PC 持参 

第 12 回 
＜インターンシップ事前学修 その③＞ 
■志望動機作成演習 
■IS 派遣先発表 

ノート PC 持参 

第 13 回 
＜インターンシップ事前学修 その④＞ 
■インターンシップの概要 
■各自のインターンシップ先に応じた事前学修 

ノート PC 持参 

第 14 回 
＜インターンシップ事前学修 その⑤＞ 
■マナー講座 
■各自のインターンシップ先に応じた事前学修 

ノート PC 持参 

第 15 回 
＜プロジェクトマネジメント演習Ⅱの総括と振り返り
＞ 
■PBL 学習の振り返り 

ノート PC 持参 



■学外学習、インターンシップの準備状況を e ポー
トフォリオに記載 
■インターンシップの準備状況の確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
A04 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 総合演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
経営学科 
 9.履修学年 2 年⽣ 

10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・プロジェクトマネジメントの実践 
・プロジェクトマネジメントとは、納期が決められているプロジェクトをどのように企画、
推進すれば成功するのか、詳しく?画を⽴てて管理、運営していくことといえる。 
・この授業では、1 年⽣秋学期にプロジェクトマネジメントと PBL?Project Based 
Learning?学習に取り組んだ「プロジェクトマネジメント演習Ⅰ」の次の段?として、PBL 学
習によるプロジェクトマネジメントの実践に取り組んでいく。 
【概要】 
・授業では具体的なプロジェクトとして、創造的問題解決 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

■本科目の学習目標は DP?ディプロマ・ポリシー（１）の自律性、（２）社会的貢献性、
（４）問題発見・解決力、（５）コミュニケーションスキルに?連しています。 
■本科目の学習目標 
?学習目標①? 
グループワークを含む PBL 学習にコミュニケーションを取りながら、積極的に取り組んで
いくことができる。 
?学習目標②? 
創造的問題解決のプロセスを理解する。 
?学習目標③? 
インターンシップに参加できる水準のビジネスマナーや知識、そしてモチベーションを備え
ることができる。 
?学習目標④? 
授業や活動の記録、まとめや報告書等の社会人としての基礎習慣を体得し活用できるように
なる。 

19.教科書・教材 適宜、資料等を配付する。 
20.参考文献 必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

PBL グループワーク課題       60％ （学習目標①、②） 
?自己 PR 作成              15％?（学習目標③） 
志望動機作成              10％       （学習目標③）      
ePF 投稿  3 回（PBL グループワーク、IS 準備） 15％（学習目標①、②、③） 

22.コメント 
・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
ガイダンス 
・授業の目的と進め方 
・PBL 学習について 

 
 



・インターンシップと発表について 

第２回 

＜グループワークに向けた基礎＞ 
・Slack を覚えよう 
→今、社会人の間で汎用化しているメッセージソフト
である Slack について紹介します。本講義では、
Slack を用いて情報やファイルの交換を行うことを前
提とします。 
・Google calender を使おう 
→予定やタスクのスケジューリングで、Google 
calender を活用しよう。 

PW②学習内容のまとめ 
 

第３回 

＜グループワークに向けた基礎＞ 
・Notion を覚えよう 
→プロジェクト管理、タスク管理のアプリケーション
として世界で注目されている Notion について、その
基礎を学びます。 
・クラウドストレージを使ってデータを共有しよう
（One drive,Google docs、Dropboｘ） 
→クラウドストレージの基本的な使い方や活用法につ
いて学びます。 
 

PW③振返り，学習内容のまとめ 

第４回 

＜グループワークの基礎演習＞ 
・PC、スマートフォン、（タブレット端末）を使用し
て、Slack、Notion、Zoom（LINE、Facetime 等）、
クラウドストレージを活用してグループワークをやっ
てみよう 
→ある課題を与えられた後、PC、スマートフォン、
タブレット端末をまたいで、ドキュメント作成やデー
タ管理、予定調整を行い、遠隔地でも会議を行ってタ
スクを進捗させる練習をしてみよう。 
 

PW④振り返り，異文化コミュニケーション
＆問題発見 
 

第５回 

＜リサーチの基礎＞ 
・フィールド調査の基礎 
→実際に現地や組織を訪問して、インタビューを実施
したり、市場調査を行ったりすることをフィールド調
査と言います。フィールド調査の基礎として、インタ
ビューの実施に向けたアポイントメント先の選定、ア
ポイントの連絡、インタビュー実施、録音データの文
字起こし、事後の原稿確認、お礼メール等、一連の作
業について学びます。 

・PW⑤:振り返り，異文化コミュニケーショ
ン＆問題発見 
 

第６回 

＜リサーチの基礎＞ 
・文献、ニュース記事、統計データを用いて、関心対
象の周辺情報を集める方法を学びます。特にここで
は、地域経済や企業情報の収集について学びます。 

PW⑥振り返り 
 

第７回 

＜リサーチ演習①＞ 
潮江商店街、Q's mall、阪神百貨店といった尼崎 C 近
辺のフィールドを活用して、企業調査を体験してもら
います。 
テーマ設定、調査対象の選定、仮説設定、調査方法、

PW⑦:振り返り  
GW④:活動を記録、振り返り 



分析手法について議論します。 

第８回 

＜リサーチ演習②＞ 
潮江商店街、Q's mall、阪神百貨店といった尼崎 C 近
辺のフィールドを活用して、企業調査を体験してもら
います。 
実際の調査結果を持ちよって、分析の方向性や作業分
担について議論します。 

GW④プレゼン資料 

第９回 

＜リサーチ演習③＞ 
潮江商店街、Q's mall、阪神百貨店といった尼崎 C 近
辺のフィールドを活用して、企業調査を体験してもら
います。 
得られた調査結果について、グループごとに PPT を
用いてプレゼンテーションを実施してもらいます。 

PW:振り返り⑧ 
 

第１０回 

?インターンシップ事前学修 その①? 
■ISⅠ授業の概要説明 
■IS 派遣先希望調整 
■自己 PR 作成演習 

提出物： 
個人レポート 
GW プレゼン資料 

第１１回 
?インターンシップ事前学修 その②? 
■自己 PR 作成演習 
■面接準備演習 

提出物 
・ポスター 
・現場発表スライド [グループ] 

第１２回 
?インターンシップ事前学修 その③? 
■志望動機作成演習 
■IS 派遣先発表 

 

第１３回 

?インターンシップ事前学修 その④? 
■インターンシップの概要 
■外部講師講話（仮） 
■各自?のインターンシップ先に応じた事前学修 

 

第１４回 
?インターンシップ事前学修 その⑤? 
■マナー講座 
■各自のインターンシップ先に応じた事前学修 

 

第１５回 

?プロジェクトマネジメント演習Ⅱの総括と振り返
り? 
■PBL 学習の振り返り 
■学外学習、インターンシップの準備状況を e ポー
トフォリオに記載 
■インターンシップの準備状況の確認 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
M01 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

総合演習 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 
地域防災減災論、セーフティマネジメント
論の、２年春学期の同時受講を推奨する。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、実際のプロジェクトマネジメントに取り組む。 
社会に出ると会社や組織で人と関わりながらチームですることが多く、与えられた成果を求
めて、決められた期限に  答えを出していくことが求められます。このようなプロジェクト
をマネジメントするために必要なスキルを身につける。 
①2 年時以降の卒業研究にもつながる専門科目の履修に際して必要となる、文献検索、記事
検索の手法を身に着け、COVID-19 が社会に与えた影響について、自分の関心領域で情報を
集めて、課題を発見する。 
②三木市避難所運営サポーターに必要な以 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標は、次の４つです。 
学習目標① 文献･記事検索の手法を身に着け、COVID-19 に関して、自分の関心領域の情報
を収集し､課題を見つけることができる､ 
学習目標② 避難所運営に必要な知識・スキルを実践的な救護訓練を通じて身に着ける 
学習目標③  学園祭の企画⽴案ができる 
学習目標④  インターンシップに行ける準備が整う 

19.教科書・教材 授業時に説明します 
20.参考文献  

21.成績評価 

成績は、WebClas、e ポートフォリオなどの提出データで評価します。   
学習目標①関心分野に関する文献検索ができ、課題を発見することができる 20% 
学習目標①避難所運営に必要な知識、スキルを身に着ける 40% 
学習目標②学園祭の企画⽴案ができる 20% 
学習目標③インターンシップに行ける準備が整う 20% 
 

22.コメント 月曜日３限授業 

23.オフィスアワー 
 
月曜日 昼時間 12 時 10~1 時 10 分 (4 号館 5 階 村田研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【月曜 1
限】 
第１回 
4/11 
 

オリエンテーション 授業の目的と進め方 
PMⅡの進め方、内容について説明する 
（WebClass の使い方、メールの転送なども） 
 シラバスを事前に読み、理解を深める事前
学習をしておくこと。 
ノート PC は毎回必ず充電して、持参すること 

シラバスを事前に読み、理解を深める事前学
習をしておくこと。 
ノート PC は毎回必ず充電して、使用するこ
と 

第 2 回 
4/18 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱで学ぶこと（ｾﾞﾐ別ワークショ
ップ） 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 



 

第 3 回 
4/25 

メディアライブラリーの活用方法を学ぶ 
記事検索システム、文献検索システムなど、遠隔でも
活用可能な情報収集手法について、メディアライブラ
リーの担当者から学ぶ 
 

個人ワーク 

第 4 回 
5/2 

「学園祭プロジェクト」① 
グループ別に学園祭の出店計画を企画し、必要な備
品、クループ組成、書類作 成などの手続する。 

個人ワーク 

第 5 回 
5/9 

「学園祭プロジェクト」② 
グループ別に、学園祭の出店に際して必要となる設
備、資本、収支などについて具体的な計画書を作成す
る。 
 

個人ワーク、発表 

第 6 回 
5/16 

「学園祭プロジェクト」③ 
グループ別に、学園祭の出店に際して必要となる設
備、資本、収支などについてより具体的に精査し、秋
学期のプロジェクトマネジメントⅢにつなげる。 

個人ワーク、発表 

第 7 回 
5/23 

三木市避難所プロジェクト① 三木市危機管理課から
の講義受講 
三木市危機管理課から市の防災対策、避難所運営につ
いて講義を受講する 

グループワーク 

第 08 回 
5/30 

三木市避難所プロジェクト② 
 （セーフティマネジメント論の避難所運営部分のレ
ビュー） 

グループワークによる発表、プレゼンテーシ
ョンで評価する 

第 9 回 
(6/6) 

三木市避難所プロジェクト③ 
  日本赤十字社の災害時の被災者支援について（日
本赤十字社兵庫県支部） 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 
個人・グループワーク 

第 10 回
（6/13） 
 

インターンシップ事前学習① 
 ・インターンシップの目的等の概要説明 
 ・PBL 型インターンシップについて  
 

 

第 11 回
（6/20） 

インターンシップコース事前学習② 
 ・ 2022 年度のインターンシップコースについて 
 ・ 2020／2021 年度のインターンシップ報告会ポ
スター 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 
個人・グループワークです 

第 12 回 
(6/27) 

防災士資格取得に向けて① 
  避難所運営ワークショップ（HUG) 

 

第 13 回 
(7/4) 

防災士資格取得に向けて② 
   防災士資格に必要な重要なポイントを再点検しま
す 
  (防災士試験は７月 24 日(土)予定)。 
 

個人ワーク、発表 

第 14 回 
(7/11) 

インターンシップ等事前学修③ 
 ・インターンシップに必要な基本的マナーを身に着
ける  
 ・研修先事前調査＜次の評価と実践の時間を活用し

グループワーク 



て、調査続行＞ 

第 15 回 
(7/25) 

総括と振り返り 
ミッション 1〜３のまとめを(e ポートフォリオの作
成)を行い、インターンシップ等の 事前詳細確認、秋
学期の学園祭プロジェクトの確認を行います。 
 

合同授業 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
M02 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川脇康⽣ 

5.授業科目の区分 

総合演習 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 
地域防災減災論、セーフティマネジメント
論の、２年春学期の同時受講を推奨する。 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この授業では、実際のプロジェクトマネジメントに取り組む。 
社会に出ると会社や組織で人と関わりながらチームですることが多く、与えられた成果を求
めて、決められた期限に  答えを出していくことが求められます。このようなプロジェクト
をマネジメントするために必要なスキルを身につける。 
①2 年次以降の卒業研究にもつながる専門科目の履修に際して必要となる、文献検索、記事
検索の手法を身に着ける。 
②三木市避難所運営サポーターに必要な以下の資質を身につけ、三木市⻑の委嘱を受ける準
備を行う 
・防災士資格の取得（別途地域防災減 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標は、次の４つです。 
学習目標① 文献･記事検索の手法を身に着け、自分の関心領域の情報を収集し､課題を見つ
けることができる､ 
学習目標② 避難所運営に必要な知識・スキルを実践的な救護訓練を通じて身に着ける 
学習目標③  学園祭の企画⽴案ができる 
学習目標④  インターンシップに行ける準備が整う 

19.教科書・教材 授業時に説明します。 
20.参考文献  

21.成績評価 

成績は、WebClas、e ポートフォリオなどの提出データで評価します。   
学習目標①関心分野に関する文献検索ができ、課題を発見することができる 20% 
学習目標?避難所運営に必要な知識、スキルを身に着ける 40% 
学習目標?学園祭の企画⽴案ができる 20% 
学習目標?インターンシップに行ける準備が整う 20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜日 昼時間 12 時 15~13 時 15 分 (4 号館５階 川脇研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
4/11 

オリエンテーション 授業の目的と進め方 
PMⅡの進め方、内容について説明する 
（WebClass の使い方、メールの転送なども） 

シラバスを事前に読み、理解を深める事前学
習をしておくこと。 
ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 2 回 
4/18 

プロジェクトマネジメントⅡで学ぶこと ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 3 回 
4/25 

メディアライブラリーの活用方法を学ぶ 
記事検索システム、文献検索システムなど、遠隔でも

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 



活用可能な情報収集手法について、メディアライブラ
リー担当者から学ぶ 

第 4 回 
5/2 

「学園祭プロジェクト」① 
グループ別に学園祭の出店計画を企画し、必要な備
品、クループ組成、書類作 成などの手続する。 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 5 回 
5/9 

「学園祭プロジェクト」② 
グループ別に、学園祭の出店に際して必要となる設
備、資本、収支などについて具体的な計画書を作成す
る。 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 6 回 
5/16 

「学園祭プロジェクト」③ 
グループ別に、学園祭の出店に際して必要となる設
備、資本、収支などについてより具体的に精査し、秋
学期のプロジェクトマネジメントⅢにつなげる。 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 7 回 
5/23 

三木市避難所プロジェクト? 
三木市危機管理課から市の防災対策、避難所運営につ
いて講義を受講する。 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 8 回 
5/30 

三木市避難所プロジェクト② 
セーフティマネジメント論の避難所運営部分のレビュ
ー 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 9 回 
6/6 

三木市避難所プロジェクト③ 
日本赤十字社兵庫県支部から日本赤十字社の災害時の
被災者支援についての講義を受講する。 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 10 回 
6/13 

インターンシップ事前学習① 
・インターンシップの目的等の概要説明 
・PBL 型インターンシップについて 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 11 回 
6/20 

インターンシップ事前学習② 
・2022 年度のインターンシップコースについて 
・2020/2021 年度のインターンシップ報告会ポスタ
ーについて 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 12 回 
6/27 

防災士資格取得に向けて① 
避難所運営ワークショップ（HUG） 
 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 13 回 
7/4 

防災士資格取得に向けて② 
防災士資格に必要な重要なポイントを再点検します。 
（防災士試験は 7 月 24 日（土）予定） 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 14 回 
7/11 

インターンシップ事前学習③ 
・インターンシップに必要なマナーを身につける 
・研修先事前調査 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 

第 15 回 
7/25 

総括と振り返り 
ミッション 1〜3 のまとめを行い（e ポートフォリオ
の作成）、インターンシップの事前詳細確認、秋学期
の学園祭プロジェクトの確認を行います。 

ノート PC は毎回必ず充電して、持参するこ
と 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
M03 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上村和美 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科地域マネジメント専攻 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
社会にでると会社や組織で人と関わりながら仕事をしますが、特にチームで仕事をすること
が多くなります。また、ルーティンワークとは別に、有期で（期限が決められていて）、ミ
ッション（特別な目的）を与えられたプロジェクトに取り組むこともあります。この授業で
は、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につけます。 
【概要】 
ゲストスピーカーを招いて地域を知るための講義を受け、情報をインプットすることから始
める。具体的には、以下の 3 つのプロジェクトを推進するための準備を行う。 
・山田錦純米酢“吉川” 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
次の３つです。 
学習目標① 文献･記事検索の手法を身に着け、自分の関心領域の情報を収集し､課題を見つ
けることができる､ 
学習目標②イベントの企画⽴案ができる。 
学習目標③ インターンシップに行く準備を整える。  
【DP：.卒業の認定に関する方針】 
〇問題発見・解決力 
組織や集団において情報の収集・分析を行い、問題を発見したり、解決へのアイデアを提案
したりできる。 
〇コミュニケーションスキル 
組織や集団の内外で、他者と意見を交わし調整することができる。 
〇専門的知識・技能の活用力 
組織や集団の構成員として、マネジメントの知識・技能を、状況に応じて適切に活用するこ
とができる。 

19.教科書・教材 授業中に資料を配付します。 
20.参考文献 授業中に紹介します。 

21.成績評価 

成績は、WebClas、e ポートフォリオなどの提出データで評価します。   
・学習目標①関心分野に関する文献検索ができ、課題を発見することができる 30% 
・学習目標②イベントの企画⽴案ができる 20% 
・学習目標③インターンシップに行ける準備が整う 30% 
・総括レポート：春学期の学びを統合化する 20％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/14 
・ゼミ別ガイダンス（ゼミ⻑選出） 
・履修ガイダンス 

◆毎回の授業では、各自のノートパソコンを
充電した状態で必ず持参すること。 



 
4/21 ・プロジェクトマネジメント演習とは：進め方  

4/28 
◆３ゼミ合同 
マーケティングの学びを活かすために 

◆各自のノートパソコンを持参すること。 
★WebClass へ課題提出。 

5/12 メディアライブラリーガイダンス ◆各自のノートパソコンを持参すること。 

5/19 
◆3 ゼミ合同 
「三木市を知る」（ゲストスピーカー①） 

 

5/26 
◆3 ゼミ合同 
「商品開発と販売 バイヤーの仕事とは」（ゲストス
ピーカー②） 

 

6/2 

◆３ゼミ合同 
・インターンシップについて 
・これまでのゴルフ体験等の活動（ゲストスピーカー
③） 

 

6/9 スナッグゴルフ体験 各自、動きやすい服装を準備すること。 

6/16 
◆3 ゼミ合同 
「商品製造の現場を知る」（ゲストスピーカー④）  

6/23 ◆ゼミ別 
・これまでの学びと今後に⽣かすためのワーク 

★WebClass へ課題提出。 

6/30 カンパニープロジェクト①  
7/7 カンパニープロジェクト②  

7/14 

◆３ゼミ合同 
・インターンシップ受入先の確認 
・ゴルフ場のマナーを中心とした事前学修（ゲストス
ピーカー⑤） 

 

7/21 
◆３ゼミ合同 
防災意識を高めるために  

7/28 
◆ゼミ別 
・春学期のふりかえりと夏学期に向けて 
・総括レポートについて 

★WebClass へ課題提出。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
M04 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科地域マネジメント専攻 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
社会にでると会社や組織で人と関わりながら仕事をしますが、特にチームで仕事をすること
が多くなります。また、ルーティンワークとは別に、有期で（期限が決められていて）、ミ
ッション（特別な目的）を与えられたプロジェクトに取り組むこともあります。この授業で
は、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につけます。 
【概要】 
ゲストスピーカーを招いて地域を知るための講義を受け、情報をインプットすることから始
める。具体的には、以下の 3 つのプロジェクトを推進するための準備を行う。 
・山田錦純米酢“吉川” 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
次の３つです。 
学習目標① 文献･記事検索の手法を身に着け、自分の関心領域の情報を収集し､課題を見つ
けることができる､ 
学習目標②イベントの企画⽴案ができる。 
学習目標③ インターンシップに行く準備を整える。  
【DP：.卒業の認定に関する方針】 
〇問題発見・解決力 
組織や集団において情報の収集・分析を行い、問題を発見したり、解決へのアイデアを提案
したりできる。 
〇コミュニケーションスキル 
組織や集団の内外で、他者と意見を交わし調整することができる。 
〇専門的知識・技能の活用力 
組織や集団の構成員として、マネジメントの知識・技能を、状況に応じて適切に活用するこ
とができる。 

19.教科書・教材 授業中に資料を配付します。 
20.参考文献 授業中に紹介します。 

21.成績評価 

成績は、WebClas、e ポートフォリオなどの提出データで評価します。   
・学習目標①関心分野に関する文献検索ができ、課題を発見することができる 30% 
・学習目標②イベントの企画⽴案ができる 20% 
・学習目標③インターンシップに行ける準備が整う 30% 
・総括レポート：春学期の学びを統合化する 20％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜 3 限 
学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/14 
・ゼミ別ガイダンス（ゼミ⻑選出） 
・履修ガイダンス 

◆毎回の授業では、各自のノートパソコンを
充電した状態で必ず持参すること。 



 
4/21 ・プロジェクトマネジメント演習とは：進め方  

4/28 
◆３ゼミ合同 
マーケティングの学びを活かすために 

◆各自のノートパソコンを持参すること。 
★WebClass へ課題提出。 

5/12 メディアライブラリーガイダンス ◆各自のノートパソコンを持参すること。 

5/19 
◆3 ゼミ合同 
「三木市を知る」（ゲストスピーカー①） 

 

5/26 
◆3 ゼミ合同 
「商品開発と販売 バイヤーの仕事とは」（ゲストス
ピーカー②） 

 

6/2 

◆３ゼミ合同 
・インターンシップについて 
・これまでのゴルフ体験等の活動（ゲストスピーカー
③） 

 

6/9 スナッグゴルフ体験 各自、動きやすい服装を準備すること。 

6/16 
◆3 ゼミ合同 
「商品製造の現場を知る」（ゲストスピーカー④）  

6/23 ◆ゼミ別 
・これまでの学びと今後に⽣かすためのワーク 

★WebClass へ課題提出。 

6/30 カンパニープロジェクト①  
7/7 カンパニープロジェクト②  

7/14 

◆３ゼミ合同 
・インターンシップ受入先の確認 
・ゴルフ場のマナーを中心とした事前学修（ゲストス
ピーカー⑤） 

 

7/21 
◆３ゼミ合同 
防災意識を高めるために  

7/28 
◆ゼミ別 
・春学期のふりかえりと夏学期に向けて 
・総括レポートについて 

★WebClass へ課題提出。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN204-
M05 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科地域マネジメント専攻 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
社会にでると会社や組織で人と関わりながら仕事をしますが、特にチームで仕事をすること
が多くなります。また、ルーティンワークとは別に、有期で（期限が決められていて）、ミ
ッション（特別な目的）を与えられたプロジェクトに取り組むこともあります。この授業で
は、プロジェクトマネジメントに必要な基本的スキルを身につけます。 
【概要】 
ゲストスピーカーを招いて地域を知るための講義を受け、情報をインプットすることから始
める。具体的には、以下の 3 つのプロジェクトを推進するための準備を行う。 
・山田錦純米酢“吉川” 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
次の３つです。 
学習目標① 文献･記事検索の手法を身に着け、自分の関心領域の情報を収集し､課題を見つ
けることができる､ 
学習目標②イベントの企画⽴案ができる。 
学習目標③ インターンシップに行く準備を整える。  
【DP：.卒業の認定に関する方針】 
〇問題発見・解決力 
組織や集団において情報の収集・分析を行い、問題を発見したり、解決へのアイデアを提案
したりできる。 
〇コミュニケーションスキル 
組織や集団の内外で、他者と意見を交わし調整することができる。 
〇専門的知識・技能の活用力 
組織や集団の構成員として、マネジメントの知識・技能を、状況に応じて適切に活用するこ
とができる。 

19.教科書・教材 授業中に資料を配付します。 
20.参考文献 授業中に紹介します。 

21.成績評価 

成績は、WebClas、e ポートフォリオなどの提出データで評価します。   
・学習目標①関心分野に関する文献検索ができ、課題を発見することができる 30% 
・学習目標②イベントの企画⽴案ができる 20% 
・学習目標③インターンシップに行ける準備が整う 30% 
・総括レポート：春学期の学びを統合化する 20％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜日・2 限 
センターオフィスアワー：⽕曜日・4 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

4/14 
・ゼミ別ガイダンス（ゼミ⻑選出） 
・履修ガイダンス 

◆毎回の授業では、各自のノートパソコンを
充電した状態で必ず持参すること。 



 
4/21 ・プロジェクトマネジメント演習とは：進め方  

4/28 
◆３ゼミ合同 
マーケティングの学びを活かすために 

◆各自のノートパソコンを持参すること。 
★WebClass へ課題提出。 

5/12 メディアライブラリーガイダンス ◆各自のノートパソコンを持参すること。 

5/19 
◆3 ゼミ合同 
「三木市を知る」（ゲストスピーカー①） 

 

5/26 
◆3 ゼミ合同 
「商品開発と販売 バイヤーの仕事とは」（ゲストス
ピーカー②） 

 

6/2 

◆３ゼミ合同 
・インターンシップについて 
・これまでのゴルフ体験等の活動（ゲストスピーカー
③） 

 

6/9 スナッグゴルフ体験 各自、動きやすい服装を準備すること。 

6/16 
◆3 ゼミ合同 
「商品製造の現場を知る」（ゲストスピーカー④）  

6/23 ◆ゼミ別 
・これまでの学びと今後に⽣かすためのワーク 

★WebClass へ課題提出。 

6/30 カンパニープロジェクト①  
7/7 カンパニープロジェクト②  

7/14 

◆３ゼミ合同 
・インターンシップ受入先の確認 
・ゴルフ場のマナーを中心とした事前学修（ゲストス
ピーカー⑤） 

 

7/21 
◆３ゼミ合同 
防災意識を高めるために  

7/28 
◆ゼミ別 
・春学期のふりかえりと夏学期に向けて 
・総括レポートについて 

★WebClass へ課題提出。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A01 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大平誠也 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習Ⅰ・Ⅱ、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において、設定した課題を様々な角度から分析する力や、考察する力
を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝えることのできる力を養うために、教育・保
育における内容や問題について、データ、資料、学術論文、文献を検索、収集、整理し、教
育・保育についての理解を深める。 
【概要】論文を作成するための基本的な事項を学び、文献収集や情報の整理に取り組む中で
その方法を身につける。ラーニングコミュニティー（LC）を効果的に活 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。 
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼休み（12：15〜13：15） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料



・論文の書き方について(DVD 視聴) を集める(180 分) 

【第 3 回】 

研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき
の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 
文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 
ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



春学期まとめと秋学期に向けて  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A02 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習Ⅰ・Ⅱ、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において、設定した課題を様々な角度から分析する力や、考察する力
を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝えることのできる力を養うために、教育・保
育における内容や問題について、データ、資料、学術論文、文献を検索、収集、整理し、教
育・保育についての理解を深める。 
【概要】論文を作成するための基本的な事項を学び、文献収集や情報の整理に取り組む中で
その方法を身につける。ラーニングコミュニティー（LC）を効果的に活 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。 
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼休み（12：15〜13：15） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料



・論文の書き方について(DVD 視聴) を集める(180 分) 

【第 3 回】 

研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき
の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 
文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 
ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



春学期まとめと秋学期に向けて  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A03 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習Ⅰ・Ⅱ、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において、設定した課題を様々な角度から分析する力や、考察する力
を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝えることのできる力を養うために、教育・保
育における内容や問題について、データ、資料、学術論文、文献を検索、収集、整理し、教
育・保育についての理解を深める。 
【概要】論文を作成するための基本的な事項を学び、文献収集や情報の整理に取り組む中で
その方法を身につける。ラーニングコミュニティー（LC）を効果的に活 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。 
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー 木曜日３時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料



・論文の書き方について(DVD 視聴) を集める(180 分) 

【第 3 回】 

研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき
の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 
文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 
ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



春学期まとめと秋学期に向けて  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A04 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】これまでの専門演習Ⅰ・Ⅱ、さらに誰一人取り残すことのない個別最適化された教
育・福祉の実践を念頭において、設定した課題を様々な角度から分析する力や、考察する力
を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝えることのできる力を養うために、教育・保
育における内容や問題について、データ、資料、学術論文、文献を検索、収集、整理し、教
育・保育についての理解を深める。 
【概要】論文を作成するための基本的な事項を学び、文献収集や情報の整理に取り組む中で
その方法を身につける。ラーニングコミュニティー（LC）を効果的に活 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（DP に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自律性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。 
（６）専門的知識・技能の活用力：必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的
な表現だけではなく、非言語的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼休み（12：15〜13：15） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料



・論文の書き方について(DVD 視聴) を集める(180 分) 

【第 3 回】 

研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき
の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 
文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 
ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



春学期まとめと秋学期に向けて  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A05 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鳥居深雪 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉の実践を念頭に、設定した課題を
様々な角度から分析する力や、考察する力を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝え
ることのできる力を養うために、教育・保育における内容や問題について、データ、資料、
学術論文、文献を検索、収集、整理し、教育・保育についての理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（dp に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自⽴性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。  
（６）必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的な表現だけではなく、非言語
的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー 木曜 4 限（研究室）  水曜 2 限（学修支援室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴) 

〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料
を集める(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理



の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 
〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 

ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 
春学期まとめと秋学期に向けて  
 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A06 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松本恵美子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉の実践を念頭に、設定した課題を
様々な角度から分析する力や、考察する力を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝え
ることのできる力を養うために、教育・保育における内容や問題について、データ、資料、
学術論文、文献を検索、収集、整理し、教育・保育についての理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（dp に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自⽴性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。  
（６）必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的な表現だけではなく、非言語
的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー 木曜日 昼休み（12：15〜13：15） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴) 

〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料
を集める(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理



の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 
〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 

ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 
春学期まとめと秋学期に向けて  
 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A07 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 椋田善之 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉の実践を念頭に、設定した課題を
様々な角度から分析する力や、考察する力を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝え
ることのできる力を養うために、教育・保育における内容や問題について、データ、資料、
学術論文、文献を検索、収集、整理し、教育・保育についての理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（dp に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自⽴性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。  
（６）必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的な表現だけではなく、非言語
的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼休み（12：15〜13：15） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴) 

〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料
を集める(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理



の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 
〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 

ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 
春学期まとめと秋学期に向けて  
 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A08 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科こ 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉の実践を念頭に、設定した課題を
様々な角度から分析する力や、考察する力を身につけ、それを正確かつ効果的に他者に伝え
ることのできる力を養うために、教育・保育における内容や問題について、データ、資料、
学術論文、文献を検索、収集、整理し、教育・保育についての理解を深める。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標（dp に基づくもの）は次の通りです。 
（１）自⽴性：様々な教育課題について関心を持ち、修得した知識・技能を⽣かして、主体
的な学びができる。  
（６）必要とされる教育学の体系的な知識や学修成果を言語的な表現だけではなく、非言語
的な表現方法も活用して、自らの学びのまとめができる。 

19.教科書・教材 講義に合わせて、適宜プリントや資料を配布する。 
20.参考文献 『図書館の達人』(映像) 

21.成績評価 

・e ポートフォリオへの記入内容 ...10%   
・プレゼンテーション ...30%(プレゼンテーションルーブリックによる) 
・中間レポート(15%×2 回) ...30%  
・最終レポート ...30%(ライティングルーブリックによる)  
※すべての評価対象を実施・提出したうえで、合計が 60％以上の評価で合格となる 

22.コメント 

〇いよいよ本格的なゼミ活動のスタートです。「志」を共有するゼミの仲間と親交を深めな
がら、これまでの学びをベースに、誰一人取り残すことのない個別最適化された教育・福祉
の実践を念頭に、自らの CS やボランティア活動などの現場体験を振り返りつつ、興味・関
心を持つ分野の研究に深く切り込んでいきましょう。研究することの「面⽩さ」に開眼して
くれることを願っています。 
〇コロナウィルスの影響等によって、ZOOM による遠隔で実施する場合があります。
webclass 等の情報を常に確認するよう気をつけましょう！ 

23.オフィスアワー ⽕曜日 昼休み（12：15〜13：15） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

オリエンテーション 
・本授業の概要と進め方、評価方法のガイダンス 
・ e ポートフォリオへの前学期リフレクション及び
今学期の目標記入  
・ゼミスタート活動 
 ・ゼミ方針策定 
 ・アドバイザーの指導方針の説明  
 ・ゼミ⻑の選出とゼミ内役割分担等 

◆ノートパソコン◆ 
〇e ポートフォリオの点検と整理(180 分) 

【第 2 回】 論文の書き方オリエンテーション(合同)  
・論文の書き方について(DVD 視聴) 

〇本時で学んだ学習スキルを活用して、資料
を集める(180 分) 

【第 3 回】 
研究テーマの設定 
・現場体験（CS/ボランティア活動等）からの気づき

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理



の掘り起こし 
・資料やデータの収集・整理の方法 
・文献購読の方法 レジュメの作成方法等 

(180 分) 

【第 4 回】 
文献収集・情報整理① 
・ゼミ内発表を通した体験や課題の共有化 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 5 回】 就職ガイダンス(合同) 
〇ガイダンスのまとめとして e ポートフォ
リオに感想や考えを入れる(180 分) 

【第 6 回】 文献収集・情報整理② 
・ テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその①の作成 (270 分) 

【第 7 回】 
文献収集・情報整理③ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆  
★中間レポートその① 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 8 回】 
文献収集・情報整理④ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分) 

【第 9 回】 文献収集・情報整理⑤ 
・テーマの発表と討議 

◆ノートパソコン◆ 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇中間レポートその②の作成(270 分) 

【第 10 回】 
文献収集・情報整理⑥ 
・テーマの発表と討議 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
★中間レポートその② 
〇討議を受けての考察と文献収集と情報整理
(180 分)  
〇最終レポートの作成 (270 分) 

【第 11 回】 
プレゼンテーション準備① 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 12 回】 
プレゼンテーション準備② 
・パワーポイントのスライド作成 
・発表要旨の作成 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 13 回】 
ゼミ内発表① 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 

◆ノートパソコン◆ 
〇最終レポートの作成 (180 分) 

【第 14 回】 

ゼミ内発表② 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から）  
 

◆ノートパソコン◆ 
〇研究発表の質疑を踏まえて、最終レポート
の仕上げ (270 分) 

【第 15 回】 

ゼミ内発表③ 
・研究発表と質疑応答 
・相互評価（現場体験や課題の共有化の観点から） 
春学期まとめと秋学期に向けて  
 

◆ノートパソコン◆ 
★最終レポート 
○振り返り(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A09 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では、卒業研究に向けた準備として、「誰一人取り残すことのない個別最適化され
た教育・福祉の実践とは」をテーマに、各自が研究上の問いの探索、研究方法、論文作成な
どに自発的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
人々の安全・安心な暮らしを阻害する可能性のある格差、貧困、排除、孤⽴など現代の社会
問題とそれを⽣み出すメカニズムに問題意識をもちながら、インターンシップⅢやその他学
外のさまざまな活動に参加します。そこで得られた具体的な体験を起点として、共通テーマ
をもとに、各自の興味・関心に合わせた 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性、問題発見・解決力の学修に関連して
います。 
①テーマに関連する先行研究を収集し要約できる 
②学外の具体的体験からテーマに関連する具体的事象を抽出できる 
③学外の具体的体験から研究上の問いを設定できる 
④問いに対する最適な研究方法を選択できる 
⑤研究論文をデザインできる 

19.教科書・教材 資料を適宜配付します。 

20.参考文献 

■テーマの設定方法、研究の進め方 
小笠原喜康(2002)「大学⽣のためのレポート・論文術」、講談社現代新書  
河野哲也(2002)「レポート・論文の書き方入門第 3 版」、慶應義塾大学出版 
■作文技術、文章の書き方 
⽩井利明 ・高橋一郎(2013)「よくわかる卒論の書き方第 2 版」ミネルヴァ書房  
木暮太一(2011)「学校で教えてくれない『分かりやすい説明』のルール」、光文社新書 
木下是雄(1981)「理科系の作文技術」中公新書 

21.成績評価 

■課題 1 先行研究の要約 20% 学習目標① 
・文献要約 3 つ 
■課題 2 ワークシート 30% 学習目標② 
・学外の活動からテーマに関連する具体的事象を整理する 
■課題 3 研究計画書 40% 学習目標③④⑤ 
・研究の枠組みに基づき、「1.先行研究、2.研究の問い、3.研究方法、4.文献リスト」の内容
で研究計画書を作成する 
■課題 4 授業のふりかえり 10%（総括） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業の進め方、成績評価、概要の説明 
・授業の進め方や内容、評価の方法について説明を行

※本授業は、２回目から１５回目まで◆ノー
トパソコン持参◆を原則とします。 



う。 
・授業シラバスを持参すること（このシラバスは学び
の文脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファ
イルに添付していつでも参照できるようにしておくこ
と）。 

〇共通テーマについて情報収集しておく
（120） 

【第 2 回】 

テーマに関するブレーンストーミング① 
・well-being、SDGs をもとに社会福祉問題をブレー
ンストーミングする 
・具体的な社会福祉問題について情報収集する 

〇過去の学外活動の中から共通テーマに関連
する事柄についてまとめてくる（60）実習
記録/活動記録がある場合は持参する 

【第 3 回】 

テーマに関連するブレーンストーミング② 
・これまで経験した学外活動（CS、GS、実習、ボラ
ンティアなど）と前回のブレーンストーミング内容と
の関連を検討する 
・学外での活動からテーマに関連する事象を抽出する
ための観点を検討する 

〇共通テーマと自身の過去の活動との関連か
らキーワードを複数上げ、それぞれ意味を確
認しておく（60） 

【第 4 回】 
先行研究収集のためのキーワード吟味 
・第 2・第 3 回授業内容をもとにキーワードを抽出す
る 

〇自身で設定したキーワードを用いて、文献
検索をすすめる（60） 

【第 5 回】 

先行研究の収集と要約① 
・キーワードを用いて文献検索を行う 
・文献リストを作成し、その中から優先度の高い先行
研究 3 つを入手する 
・入手した文献を要約する 

〇課題 1：先行研究要約（90） 

【第 6 回】 

先行研究の収集と要約② 
・キーワードを用いて文献検索を行う 
・文献リストを作成し、その中から優先度の高い先行
研究 3 つを入手する 
・入手した文献を要約する 

〇課題 1：先行研究要約（90） 

【第 7 回】 

問題の探求① 
・学外での活動から得られた具体的事象をもとに、気
づき（何が問題になっているか、どのようなことが必
要となっているかなど）を深める 

★課題 1 提出 
〇課題 2：ワークシート（60） 

【第 8 回】 

問題の探求② 
・学外での活動から得られた具体的事象をもとに、気
づき（何が問題になっているか、どのようなことが必
要となっているかなど）を深める 

〇課題 2：ワークシート（60） 

【第 9 回】 

問題の探求③ 
・学外での活動から得られた具体的事象をもとに、気
づき（何が問題になっているか、どのようなことが必
要となっているかなど）を深める 

〇課題 2：ワークシート（60） 

【第 10 回】 

研究の枠組みの理解 
・「先行研究/研究目的/研究方法/研究結果/考察」の
流れを確認する 
・文献研究、量的研究、質的研究などの各種特徴につ
いて整理する 

★課題 2 提出 
〇課題 1 で取り組んだ文献の研究枠組みに
ついて再確認しておく（60） 

【第 11 回】 
研究計画の⽴案① 
・先行研究（課題 1）と体験から得られた具体的事象 〇課題 3：研究計画書の作成（120） 



（課題 2）との関連について検討する 

【第 12 回】 
研究計画の⽴案② 
・研究の問いの設定、問いに対する最適な研究方法を
検討する 

〇課題 3：研究計画書の作成（120） 

【第 13 回】 研究計画のプレゼンテーション 
・研究計画の発表と質疑応答 

〇課題 3：研究計画書の作成（120） 

【第 14 回】 
研究計画の⽴案③ 
・研究計画書のブラッシュアップ 

〇課題 3：研究計画書の作成（120） 

【第 15 回】 春学期のまとめ ★課題 3、4 提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
A10 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この演習では、卒業研究に向けた準備として、「誰一人取り残すことのない個別最適化され
た教育・福祉の実践とは」をテーマに、各自が研究上の問いの探索、研究方法、論文作成な
どに自発的に取り組むことをねらいとします。 
【概要】 
人々の安全・安心な暮らしを阻害する可能性のある格差、貧困、排除、孤⽴など現代の社会
問題とそれを⽣み出すメカニズムに問題意識をもちながら、インターンシップⅢやその他学
外のさまざまな活動に参加します。そこで得られた具体的な体験を起点として、共通テーマ
をもとに、各自の興味・関心に合わせた 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性、問題発見・解決力の学修に関連して
います。 
①テーマに関連する先行研究を収集し要約できる 
②学外の具体的体験からテーマに関連する具体的事象を抽出できる 
③学外の具体的体験から研究上の問いを設定できる 
④問いに対する最適な研究方法を選択できる 
⑤研究論文をデザインできる 

19.教科書・教材 資料を適宜配付します。 

20.参考文献 

■テーマの設定方法、研究の進め方 
小笠原喜康(2002)「大学⽣のためのレポート・論文術」、講談社現代新書  
河野哲也(2002)「レポート・論文の書き方入門第 3 版」、慶應義塾大学出版 
■作文技術、文章の書き方 
⽩井利明 ・高橋一郎(2013)「よくわかる卒論の書き方第 2 版」ミネルヴァ書房  
木暮太一(2011)「学校で教えてくれない『分かりやすい説明』のルール」、光文社新書 
木下是雄(1981)「理科系の作文技術」中公新書 

21.成績評価 

■課題 1 先行研究の要約 20% 学習目標① 
・文献要約 3 つ 
■課題 2 ワークシート 30% 学習目標② 
・学外の活動からテーマに関連する具体的事象を整理する 
■課題 3 研究計画書 40% 学習目標③④⑤ 
・研究の枠組みに基づき、「1.先行研究、2.研究の問い、3.研究方法、4.文献リスト」の内容
で研究計画書を作成する 
■課題 4 授業のふりかえり 10%（総括） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
授業の進め方、成績評価、概要の説明 
・授業の進め方や内容、評価の方法について説明を行

※本授業は、２回目から１５回目まで◆ノー
トパソコン持参◆を原則とします。 



う。 
・授業シラバスを持参すること（このシラバスは学び
の文脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファ
イルに添付していつでも参照できるようにしておくこ
と）。 

〇共通テーマについて情報収集しておく
（120） 

【第 2 回】 

テーマに関するブレーンストーミング① 
・well-being、SDGs をもとに社会福祉問題をブレー
ンストーミングする 
・具体的な社会福祉問題について情報収集する 

〇過去の学外活動の中から共通テーマに関連
する事柄についてまとめてくる（60）実習
記録/活動記録がある場合は持参する 

【第 3 回】 

テーマに関連するブレーンストーミング② 
・これまで経験した学外活動（CS、GS、実習、ボラ
ンティアなど）と前回のブレーンストーミング内容と
の関連を検討する 
・学外での活動からテーマに関連する事象を抽出する
ための観点を検討する 

〇共通テーマと自身の過去の活動との関連か
らキーワードを複数上げ、それぞれ意味を確
認しておく（60） 

【第 4 回】 
先行研究収集のためのキーワード吟味 
・第 2・第 3 回授業内容をもとにキーワードを抽出す
る 

〇自身で設定したキーワードを用いて、文献
検索をすすめる（60） 

【第 5 回】 

先行研究の収集と要約① 
・キーワードを用いて文献検索を行う 
・文献リストを作成し、その中から優先度の高い先行
研究 3 つを入手する 
・入手した文献を要約する 

〇課題 1：先行研究要約（90） 

【第 6 回】 

先行研究の収集と要約② 
・キーワードを用いて文献検索を行う 
・文献リストを作成し、その中から優先度の高い先行
研究 3 つを入手する 
・入手した文献を要約する 

〇課題 1：先行研究要約（90） 

【第 7 回】 

問題の探求① 
・学外での活動から得られた具体的事象をもとに、気
づき（何が問題になっているか、どのようなことが必
要となっているかなど）を深める 

★課題 1 提出 
〇課題 2：ワークシート（60） 

【第 8 回】 

問題の探求② 
・学外での活動から得られた具体的事象をもとに、気
づき（何が問題になっているか、どのようなことが必
要となっているかなど）を深める 

〇課題 2：ワークシート（60） 

【第 9 回】 

問題の探求③ 
・学外での活動から得られた具体的事象をもとに、気
づき（何が問題になっているか、どのようなことが必
要となっているかなど）を深める 

〇課題 2：ワークシート（60） 

【第 10 回】 

研究の枠組みの理解 
・「先行研究/研究目的/研究方法/研究結果/考察」の
流れを確認する 
・文献研究、量的研究、質的研究などの各種特徴につ
いて整理する 

★課題 2 提出 
〇課題 1 で取り組んだ文献の研究枠組みに
ついて再確認しておく（60） 

【第 11 回】 
研究計画の⽴案① 
・先行研究（課題 1）と体験から得られた具体的事象 〇課題 3：研究計画書の作成（120） 



（課題 2）との関連について検討する 

【第 12 回】 
研究計画の⽴案② 
・研究の問いの設定、問いに対する最適な研究方法を
検討する 

〇課題 3：研究計画書の作成（120） 

【第 13 回】 研究計画のプレゼンテーション 
・研究計画の発表と質疑応答 

〇課題 3：研究計画書の作成（120） 

【第 14 回】 
研究計画の⽴案③ 
・研究計画書のブラッシュアップ 

〇課題 3：研究計画書の作成（120） 

【第 15 回】 春学期のまとめ ★課題 3、4 提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
M01 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
2 年~ 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 本ゼミでは、卒業論文を書くための基礎的能力を身につけることを目的とし、文献講読を行
う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

各自が関心のある文献を読み、書かれている内容を理解し、まとめる力を身につけるととも
に、批判的な視点から独自の考えを主張する力を養うことを目指す。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

1．授業への貢献度 15% 
2．毎回の授業における小レポート 15% 
3．プレゼン発表 40% 
4．最終レポート 30% 

22.コメント  
23.オフィスアワー 毎週木曜日 12:10-13:10 （研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション、講読文献、担当・発表順の決定  
第 2 回 研究のテーマ設定とアウトライン  

第 3 回 
キャリア教育（学科合同）  
「就職準備講座」 

キャリアに関するレポート 

第 4 回 研究進行の諸注意  
第 5 回 文献講読①  
第 6 回 文献講読②  
第 7 回 文献講読③  
第 8 回 文献講読④  
第 9 回 文献講読⑤  
第 10 回 文献講読②  
第 11 回 研究構想発表①  
第 12 回 研究構想発表②  
第 13 回 研究構想発表③  
第 14 回 研究構想発表④  
第 15 回 まとめ 最終レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
M02 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

卒業研究にむけた準備として研究テーマの探索，研究方法，論文作成などについて自発的に
取り組んでいくことをねらいとする。具体的には，春学期において受講⽣各自の興味や関心
を意識化し整理した後に，複数のテーマについて文献検索などの情報収集や研究方法などの
検討を行い，受講⽣は最終的に一つの研究テーマを決定する。その上で具体的なデータ収集
とその整理・分析の方法を決定し、試行していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュニケーシ
ョンスキル(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
①自分の興味関心から、先行研究を調べ、研究内容を理解し、他者に紹介できるようにな
る。 
②研究論文を能動的かつ批判的に読むことができるようになる。 
③興味関心と先行研究の知見をもとに、新たな研究を考えることができるようになる。 
④これまでに学習した知識や経験をもとに、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、自
己分析することができるようになる。また、それをもとに自己 PR を作成できるようにな
る。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する。 
20.参考文献 随時配布する 

21.成績評価 

・個人の研究テーマに関する発表：30％ 
 【学習目標①②③に対応】 
・学期末 卒業研究構想レポート：40％ 
 【学習目標①②③に対応】  
・各発表における質疑応答：15％ 
 【学習目標②に対応】 
・ｅポートフォリオへの記入・自己 PR 文の作成：15％  
 （キャリアデザイン 10％＋学期・科目の振り返り 10％） 
 【学習目標④に対応】 

22.コメント この演習は秋の専門演習Ⅳと合わせて 1 年間かけて個人個人の興味関心を次第に掘り下げ、
卒業研究につながるテーマの発見と追究を具体的に進めるとても重要なものです。 

23.オフィスアワー 

研究室オフィスアワー（山手）：水曜昼休み 
センターオフィスアワー（山手）：水曜 3 限 
※研究室オフィスアワー（三木）：木曜昼休み 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
オリエンテーション：専門演習Ⅲのねらいや内容，進
め方について説明する。 
到達確認試験の返却、履修指導 

毎回、ノートパソコンを持参してください。 
〇課題 自己紹介（エピソードを含むこと）
400 字 e ポートフォリオにアップする。
（120 分） 
〇課題 次回までに各人が興味・関心を持て



る問題について書き出す。（120 分） 

2 
問題の探索 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進
め、整理統合の上で複数候補を挙げる。 

◎課題 どのような研究ができそうか、候補
テーマについて情報収集の仕方について調べ
ておく。（240 分) 
  
 

3 合同ゼミ：キャリア教育「就職準備講座」 
アサインメント：自身のキャリアに関するレ
ポート 

4 
問題の探索（続き） 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進
め、発表準備を行う 

◎課題 どのような研究ができそうか、候補
テーマについて情報収集の仕方について調べ
ておく。（240 分) 

5 

問題の探索（続き） 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進
め、発表準備を行う。 
 

◎課題 次回までにどのような研究ができそ
うか、候補テーマについて情報を収集する。
（240 分） 

6 

問題の絞り込み 
複数候補の問題の内容や重要性、探究可能性、方法な
どさまざまな観点から検討し、最終的に取り組むべき
テーマを絞り込む。 
 

◎課題 各自の候補テーマについて紹介準備
をする。（240 分） 

7 

各自の興味と関連する論文の紹介（1） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の候補テーマに関連する論文収
集と論文紹介準備をする。（240 分） 

8 

各自の興味と関連する論文の紹介（2） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の候補テーマに関連する論文収
集と論文紹介準備をする。（240 分） 

9 

各自の興味と関連する論文の紹介（3） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

10 

各自の興味と関連する論文の紹介（4） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

11 

各自の興味と関連する論文の紹介（5） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

12 

各自の興味と関連する論文の紹介（6） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

13 
各自の興味と関連する論文の紹介（7） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 



 

14 

レポート作成の説明 
 これまでの経過を振り返り，現時点での研究の目的
や計画，見通し等についてレポートを作成する 
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

15 

 今学期のまとめと振り返り 
これまでの経過を振り返り，現時点での研究の目的や
計画，見通し等についてレポートを作成し提出する。
また、e ポートフォリオに今学期の振り返りを提出す
る。 
 

◆ノートパソコン利用◆ 
◎課題 今学期を振り返り、卒業研究の見通
しについて考える。（240 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y01 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 卒業論文作成と卒業後の進路確保のための準備を行う。 
 論文の準備として、テーマを考えたり絞り込んだりできるよう、様々な文献を読み、研究
方法等を学ぶ。卒業後の進路のために、キャリアサポート室と連携しながら、就職活動で必
要となるエントリーシートや業界、就職試験に必要な知識等を学ぶ。 
【概要】 
 様々な研究を学ぶ：学⽣は自分の担当となった研究を要約し発表し、その後討論を行う。
各自が興味・関心のある研究分野において他にどのような研究があるのか、個別にも調べ、
発表する。 
 進路の準備：業界や就活スケジュ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP 
(4)問題発見・解決力・・・卒論のテーマを探す過程において、各種研究を参考に問題発見
や解決方法を知り、学ぶ 
(5) コミュニケーションスキル・・・グループワークや討論を通じて、円滑に「協働」する
ためのコミュニケーション力を磨く 
(6) 専門的知識・技能 の活用力・・・研究テーマを考えるための参考文献等から、理解・
考察を深めていく過程で今まで学んだ知識等を利用する 

19.教科書・教材 
 
 

20.参考文献 
『新・⺠族の世界地図 』21 世紀研究会 編(2006)  (文春新書) 
『カラー新版 地名の世界地図』21 世紀研究会 編(2020) (文春新書) 
 

21.成績評価 
Presentation 40%  
Final report 40% 
Classwork 20% 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week1 

Course introduction 
Course content and assessment 
Schedule leading up to and including writing of 
graduation thesis  
1.1 Introduction 

Reading 1.1 Introduction 

Week2 1.2 Language as sociocultural resource 
1.3 Culture as sociocultural practice 

Reading 1.2 and 1.3 

Week3 
1.4 Linguistic relativity 
1.5 A socially constituted linguistics 

Reading 1.4 and 1.5 



Week4 
1.6 Systemic functional linguistics 
1.7 Summary 

Reading 1.6 and 1.7 

Week5 
2. Language and identity 
2.1 Introduction 
 

Reading 2.1 

Week6 
2.2 Social identity 
2.3 Agency, identity and language use Reading 2.2 and 2.3 

Week7 
2.4 Research on language use and identity 
2.5 Summary Reading 2.4 and 2.5 

Week8 3 Language and culture learning 
3.1 Introduction 

Reading 3.1 

Week9 
3.2 A Sociocultural perspective on language and 
culture learning 
3.3 Language socialisation 

Reading 3.2 and 3.3 

Week10 3.4 Learning how to mean 
3.5 Social activity and language development 

Reading 3.4 and 3.5 

Week11 
3.6 Social activity and cognitive development 
3.7 Contexts of learning 

Reading 3.6 and 3.7 

Week12 3.8 Summary Reading 3.8 
Week13 Presentations   1  
Week14 Presentations   2  
Week15 Reflection on semester  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y02 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

卒業研究にむけた準備として研究テーマの探索，研究方法，論文作成などについて自発的に
取り組んでいくことをねらいとする。具体的には，春学期において受講⽣各自の興味や関心
を意識化し整理した後に，複数のテーマについて文献検索などの情報収集や研究方法などの
検討を行い，受講⽣は最終的に一つの研究テーマを決定する。その上で具体的なデータ収集
とその整理・分析の方法を決定し、試行していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①与えられた課題に対し、科学的なデータ収集を設計・実施できるようになる 
②これまでに学習した知識や経験をまとめて、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、
自己分析することができるようになる 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 随時配布する 

21.成績評価 

・個人研究への取り組み状況（課題提出 2 回）  20％ 
・キャリア教育（ゼミ固有）への取り込み状況（課題提出 2 回） 20% 
・プレゼンテーション（2 回）    30％ 
・学期の主題に関するレポート  10％ 
・ｅポートフォリオへの記入   20％ （キャリア教育関係学年共通 10％、振り返り
10％） 
 

22.コメント 
この演習は秋の専門演習Ⅳと合わせて 1 年間かけて個人個人の興味関心を次第に掘り下げ、
卒業研究につながるテーマの発見と追求を具体的に進めるとても重要なものです。 

23.オフィスアワー ⽕曜昼休み：センターオフィスアワー 
⽕曜 4 限：研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 オリエンテーション：専門演習Ⅲのねらいや内容，進
め方について説明する。 

◆ノートパソコン◆ 
〇課題 自己紹介（エピソードを含むこと）
400 字 e ポートフォリオにアップする。
（120 分） 
〇課題 次回までに各人が興味・関心を持て
る問題について書き出す。（120 分） 

2 

問題の探索 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進
め、整理統合の上で複数候補を挙げる。 
自己紹介（課題で提出した物を参考に） 
 

◎課題 どのような研究ができそうか、候補
テーマについて情報収集の仕方について調べ
ておく。（240 分) 
  
 

3 就職スタートガイダンス（合同） 
〇課題 卒業後の人⽣設計について、仕事も
含めた自分の将来を考える。（240 分) 

4 卒業後の人⽣設計について―キャリアデザイン①  〇課題 卒業後のキャリアを含めた人⽣設計



仕事も含めた自分の将来を考える。 
 

について、レポートにまとめる。（240 分) 

5 

問題の探索（続き） 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進
め、発表準備を行う。 
 

◎課題 次回までにどのような研究ができそ
うか、候補テーマについて情報を収集する。
（240 分） 

6 

問題の絞り込み 
複数候補の問題の内容や重要性、探求可能性、方法な
どさまざまな観点から検討し、最終的に取り組むべき
テーマを絞り込む。 
 

◎課題 各自の候補テーマについて紹介準備
をする。（240 分） 

7 

プレゼンテーション 各自考えている問題を紹介す
る。 
リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持ったい
きさつについて説明する。  
 

◎課題 各自の候補テーマに関連する論文収
集と論文紹介準備をする。（240 分） 

8 

情報の収集と読み込み（１） 
情報の収集と読み込み テーマについて取り組むにあ
たり、テーマに関わるさまざまな情報をどのように収
集していくかを検討し、情報収集を行い，情報の内容
を理解し，問題点を整理する。  
 

◎課題 各自の候補テーマに関連する論文収
集と論文紹介準備をする。（240 分） 

9 
キャリアデザイン②  
仕事をより具体的に考える。就職サイトの活用。 
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

10 

情報の収集と読み込み（2） 
情報の収集と読み込み テーマについて取り組むにあ
たり、テーマに関わるさまざまな情報をどのように収
集していくかを検討し、情報収集を行い，情報の内容
を理解し，問題点を整理する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

11 各自の興味と関連する論文の紹介（1） ◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

12 各自の興味と関連する論文の紹介（2） ◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

13 各自の興味と関連する論文の紹介（3） 
◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

14 

レポート作成の説明 
これまでの経過を振り返り，現時点での研究の目的や
計画，見通し等についてレポートを作成する 
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

15 

今学期のまとめと振り返り 
これまでの経過を振り返り，現時点での研究の目的や
計画，見通し等についてレポートを作成し提出する。
また、e ポートフォリオに今学期の振り返りを提出す
る。 
 

◆ノートパソコン利用◆ 
◎課題 今学期を振り返り、卒業研究の見通
しについて考える。（240 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y03 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科(クラス分けの通り） 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

卒業論文執筆につながる基礎的スキルを身に着けることを目的とする。 
この演習では，心理学の研究が世の中でどのような役割を持っており，学ぶことで何が得ら
れるのか理解し，説明するできるようになることを目指す。また，ディスカッションや専門
書の輪読，プレゼンテーション，ライティングを通して科学的な思考法の基盤を作る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（5）コミュニケーションスキル，の学修に関連しています。 
科目の学習目標は以下の通りです。 
①自分の興味にそった心理学の領域を見つけることができる。 
②理解した内容を発表し，他者に伝えることができる。 
③グループ内で円滑にコミュニケーションができる。 
③レポートを執筆し、推敲することができる。 

19.教科書・教材 なし。ノートパソコンを毎回持参すること。 
20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

①各回の振り返りシート・・・1 点×15 回=15 点（学習目標③に対応） 
②各回の OneMinutePaper・・・1 点×15 回=15 点（学習目標①に対応） 
③中間発表および最終発表へのピア評価・・・25×2 回=50 点（学習目標②に対応） 
④最終レポート・・・20 点×1 回=20 点（学習目標④に対応） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス 
昨年度のふりかえりと今年度の目標設定 
ベンチマーク，e ポートフォリオの作成 
演習の目的の説明 

★毎回持参：ノートパソコン 
提出①：ブックレポートを Weclass に提出
すること。 
提出②：e ポートフォリオのふり返りと目標
設定 

第 2 回 課題設定とグループ分け 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 3 回 
グループワーク１−① 
注意事項の説明 
 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 4 回 グループワーク１−② 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 5 回 グループワーク１−③ 提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 6 回 グループワーク１−④ 提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 



第 7 回 中間発表資料の作り方  

第 8 回 中間評価 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③ピア評価シート 
提出④中間発表資料 

第 9 回 グループワーク２−① 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 10 回 グループワーク２−② 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 11 回 グループワーク２−③ 提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 12 回 最終発表準備 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 

第 13 回 最終発表 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③ピア評価シート 
提出④最終発表資料 

第 14 回 
最終発表への学⽣間フィードバック 
レポートのまとめ方 

提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③改稿最終発表資料 

第 15 回 まとめとふりかえり 
提出①振り返りシート 
提出②OneMinutePaper 
提出③レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y04 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 
2 年~ 
 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要  卒業研究に向けた問題発見 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①社会心理学および犯罪心理学の観点から事象を説明できる基本的姿勢を身につける。 
②情報の収集・データの解釈・プレゼンテーション・ディスカッションのスキルを身につけ
る。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

①発表・発表資料 20% 
②ワークシート 50%(5%×10 回) 
③ディスカッション 20% 
④最終レポート 10% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：⽕曜昼休み 
センター：木曜 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
ゼミガイダンス 
・発表順序の決定 
 

ノート PC 持参 

第 2 回 
文献検索の方法(メディアライブラリで実施） 
 

提出：振り返りシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 3 回 

 第 3 回目はキャリア教育（学科合同）「就職準備講
座」にふりかえます 
   
アサインメント：自身のキャリアに関するレポート 
 

提出：振り返りシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 4 回 

文献発表・グループディスカッション① 
 各自で選んだ学術雑誌の論文のレジメを作成し，
powerpoint による発表 
 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 5 回 
文献発表・グループディスカッション② 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 6 回 
文献発表・グループディスカッション③ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 7 回 文献発表・グループディスカッション④ 教室外学習：発表資料の作成(120 分) 



 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

第 8 回 
文献発表・グループディスカッション⑤ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 9 回 
文献発表・グループディスカッション⑥ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 10 回 

文献発表・グループディスカッション⑦ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う  
 

アサイメント「自分でもやれそうなこと、や
ってみたいこと、就きたい仕事について、現
段階での思い・夢を、800 字程度（A4 用紙
1 枚）にまとめなさい。」 

第 11 回 
文献発表・グループディスカッション⑨ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 12 回 
文献発表・グループディスカッション⑧ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 13 回 
文献発表・グループディスカッション⑨ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 

提出：ワークシート 
教室外学習：発表資料の作成(120 分) 

第 14 回 

文献発表・グループディスカッション⑩ 
 文献内容を紹介するとともにディスカッションを行
う 
 

提出：振り返りシート 
教室外学習：最終課題の作成(120 分) 

第 15 回 まとめ 
 春学期についてふりかえりを行う 

ノート PC 持参 
提出：最終課題 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y05 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】卒業研究にむけた準備として研究テーマの探索，研究方法，論文作成などについて
自発的に取り組んでいくことをねらいとする。 
【概要】具体的には，春学期において受講⽣各自の興味や関心を意識化し整理した後に，複
数のテーマについて文献検索などの情報収集や研究方法などの検討を行い，受講⽣は最終的
に一つの研究テーマを決定する。その上で具体的なデータ収集とその整理・分析の方法を決
定し、試行していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は DP（ディプロマポリシー）のうち，自律性，問題発見解決力，専門的知識技能
の活用力の学修と関連しています。 
①自分の興味関心から、先行研究を調べ、研究内容を理解し、他者に紹介できるようにな
る。 
②研究論文を能動的かつ批判的に読むことができるようになる。 
③興味関心と先行研究の知見をもとに、新たな研究を考えることができるようになる。 
④研究に必要な情報を得るための方法や研究に必要な知識を身につけることができる。 
⑤これまでに学習した知識や経験をもとに、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、自
己分析することができるようになる。また、それをもとに自己 PR を作成できるようにな
る。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する。 
20.参考文献 随時配布する 

21.成績評価 

・各自の興味と関連する論文の要約と紹介：10％ 
 【学習目標①②に対応】 
・分析方法に関する発表：20％ 
 【学習目標④に対応】 
・個人の研究テーマに関する発表：20％ 
 【学習目標①②③④に対応】 
・卒業研究構想発表：30％ 
 【学習目標①②③④に対応】  
・各発表における質疑応答：10％ 
 【学習目標②に対応】 
・その他（ｅポートフォリオへの記入・自己 PR 文の作成等）：10％  
 【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
この演習は秋の専門演習Ⅳと合わせて 1 年間かけて個人個人の興味関心を次第に掘り下げ、
卒業研究につながるテーマの発見と追求を具体的に進めるとても重要なものです。 

23.オフィスアワー 
月曜日４限 学習支援室   
水曜日３限 研究室 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
オリエンテーション：専門演習Ⅲのねらいや内容，進
め方について説明する。 

持参物：ノートパソコン 
課題：自己紹介，ゼミ気に対することを 400



字 e ポートフォリオにアップする。（120
分） 

2 
論文の読み方，探し方 
論文とは何なのかについて学び，論文を探すスキルを
身につける。 

持参物：ノートパソコン 
課題：論文を検索し，その内容の要約を書く 
  
 

3 合同ゼミ：キャリア教育「就職準備講座」 課題：自身のキャリアに関するレポート 

4 

論文の要約と内容の検討 
自分が関心の持てる論文を探し，その内容についてし
っかりと検討し，要約し蓄積することができるように
なる。 
◎論文要約発表 

持参物：ノートパソコン 
学習：各自で興味のある分野の論文を検索し
要約し蓄積する。 

5 

テーマ決め，鍵概念 
テーマの決め方について理解し，各自の興味や関心を
抱く問題について探索・発見を進め、発表準備を行
う。 
◎論文要約発表 

学習：次回までにどのような研究ができそう
か、候補テーマについて情報を収集する。
（240 分） 

6 

仮説の⽴て方と検証 
複数候補の問題の内容や重要性、探求可能性、方法な
どさまざまな観点から検討し、最終的に取り組むべき
テーマを絞り込む。 
◎論文要約発表 

学習：各自のテーマ候補について紹介準備を
する。（240 分） 

7 

テーマ発表と質疑応答 
このテーマを選んだ理由，仮説，検証方法についての
構想について各自発表する。それに対して質疑応答を
行う。 
◎テーマ発表 

持参物：ノートパソコン 
課題：テーマ発表に対する感想レポート 
課題：今後の計画について 

8 

分析方法の検討 
統計，分析の方法について分担して調査を行う 
◎論文要約発表 
 

学習：統計に関する発表の準備をグループで
行う。 

9 
研究計画について 
研究計画の⽴て方，⽴てる意味について考える。 
◎論文要約発表 

学習：各自の卒業研究の目的と方法の見通し
について構想を練る。（240 分） 

10 

研究テーマ，研究計画の検討 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究について検討する  
◎論文要約発表 

学習：担当する分析方法について調べてまと
める 

11 
分析方法の発表 
各グループで分析方法について発表する。 
◎分析方法発表 

学習：各自の卒業研究の目的と方法の見通し
について構想を練る。（240 分） 

12 

研究の構想 
研究の構想に必要な情報について各自で検討する。 
◎論文要約発表  
 

学習：各自の卒業研究の目的と方法の見通し
について構想を練る。（240 分） 

13 
構想発表１ 
 各自で研究の構想を発表し，それに対して質疑応答

持参物：ノートパソコン 
学習：各自の卒業研究の目的と方法の見通し



を行う。 について構想を練る。（240 分） 

14 

構想発表１ 
 各自で研究の構想を発表し，それに対して質疑応答
を行う。 
 

持参物：ノートパソコン 
学習：各自の卒業研究の目的と方法の見通し
について構想を練る。（240 分） 

15 

今学期のまとめと振り返り 
これまでの経過を振り返り，現時点での研究の目的や
計画，見通し等についてレポートを作成し提出する。
また、e ポートフォリオに今学期の振り返りを提出す
る。 
 

持参物：ノートパソコン 
課題：今学期を振り返り、自己 PR を e-ポ
ートフォリオに記載する。 
課題：現時点での卒論の構想をレポートとし
てまとめる。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN301-
Y06 

2.科目名 専門演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

卒業研究にむけた準備として研究テーマの探索，研究方法，論文作成などについて自発的に
取り組んでいくことをねらいとする。具体的には，春学期において受講⽣各自の興味や関心
を意識化し整理した後に，複数のテーマについて文献検索などの情報収集や研究方法などの
検討を行い，受講⽣は最終的に一つの研究テーマを決定する。その上で具体的なデータ収集
とその整理・分析の方法を決定し、試行していく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性(4)問題発見・解決力(5)コミュニケーシ
ョンスキル(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
①自分の興味関心から、先行研究を調べ、研究内容を理解し、他者に紹介できるようにな
る。 
②研究論文を能動的かつ批判的に読むことができるようになる。 
②興味関心と先行研究の知見をもとに、新たな研究を考えることができるようになる。 
②これまでに学習した知識や経験をもとに、学修ポートフォリオ等に記録としてまとめ、自
己分析することができるようになる。また、それをもとに自己 PR を作成できるようにな
る。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する。 
20.参考文献 随時配布する 

21.成績評価 

・個人の研究テーマに関する発表：30％ 
 【学習目標①②③に対応】 
・学期末 卒業研究構想レポート：40％ 
 【学習目標①②③に対応】  
・各発表における質疑応答：15％ 
 【学習目標②に対応】 
・ｅポートフォリオへの記入・自己 PR 文の作成：15％  
 （キャリアデザイン 10％＋学期・科目の振り返り 10％） 
 【学習目標④に対応】 

22.コメント この演習は秋の専門演習Ⅳと合わせて 1 年間かけて個人個人の興味関心を次第に掘り下げ、
卒業研究につながるテーマの発見と追求を具体的に進めるとても重要なものです。 

23.オフィスアワー 水曜 昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
オリエンテーション：専門演習Ⅲのねらいや内容，進
め方について説明する。 

◆ノートパソコン◆ 
〇課題 自己紹介（エピソードを含むこと）
400 字 e ポートフォリオにアップする。
（120 分） 
〇課題 次回までに各人が興味・関心を持て
る問題について書き出す。（120 分） 

2 
問題の探索 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進

◎課題 どのような研究ができそうか、候補
テーマについて情報収集の仕方について調べ



め、整理統合の上で複数候補を挙げる。 ておく。（240 分) 
  
 

3 合同ゼミ：キャリア教育「就職準備講座」 
アサインメント：自身のキャリアに関するレ
ポート 

4 
問題の探索（続き） 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進
め、発表準備を行う 

◎課題 どのような研究ができそうか、候補
テーマについて情報収集の仕方について調べ
ておく。（240 分) 

5 

問題の探索（続き） 
各自の興味や関心を抱く問題について探索・発見を進
め、発表準備を行う。 
 

◎課題 次回までにどのような研究ができそ
うか、候補テーマについて情報を収集する。
（240 分） 

6 

問題の絞り込み 
複数候補の問題の内容や重要性、探求可能性、方法な
どさまざまな観点から検討し、最終的に取り組むべき
テーマを絞り込む。 
 

◎課題 各自の候補テーマについて紹介準備
をする。（240 分） 

7 

各自の興味と関連する論文の紹介（1） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の候補テーマに関連する論文収
集と論文紹介準備をする。（240 分） 

8 

各自の興味と関連する論文の紹介（2） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の候補テーマに関連する論文収
集と論文紹介準備をする。（240 分） 

9 

各自の興味と関連する論文の紹介（3） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

10 

各自の興味と関連する論文の紹介（4） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

11 

各自の興味と関連する論文の紹介（5） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

12 

各自の興味と関連する論文の紹介（6） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

13 

各自の興味と関連する論文の紹介（7） 
 リサーチ・クエスチョンとその問題に興味を持った
いきさつ、先行研究を紹介する。  
 

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 

14 
レポート作成の説明 
 これまでの経過を振り返り，現時点での研究の目的

◎課題 各自の卒業研究の目的と方法の見通
しについて構想を練る。（240 分） 



や計画，見通し等についてレポートを作成する 
 

15 

 今学期のまとめと振り返り 
これまでの経過を振り返り，現時点での研究の目的や
計画，見通し等についてレポートを作成し提出する。
また、e ポートフォリオに今学期の振り返りを提出す
る。 
 

◆ノートパソコン利用◆ 
◎課題 今学期を振り返り、卒業研究の見通
しについて考える。（240 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN307-
A01 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅳ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 林万平 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本演習では、地域経済、災害復興、都市再⽣を主なトピックとしながら、統計や資料調査を
通じて現代社会の現状を分析する力を養う。例えば、国内の大規模災害による被災地の経済
状況を分析する場合には、神⼾市、東北三県、熊本県、新潟県といった地域が対象となり得
る。 
演習講義を通じて基礎的な研究プロジェクトの推進管理能力を培うことも重要な目的であ
る。履修者には、報告やプレゼンテーション、レポートの作成、ディスカッションへの積極
的な参加が求められる。また、基礎的なビジネススキルである PC や IT を活用した情報共有
の手法、ノ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本セ?ミての学習目標は以下の３点である。 
（１）被災地の経済・社会的特徴、復興過程、政府の対応、市⺠社会の行動等、幅広いテー
マについて、報道記事や出版物を通して情報収集し、初歩的な報告書を作成できるようにな
る。（問題発見・解決力） 
（２）報告書の作成にあたって、自身の研究プロジェクトを⽴案・推進していくための基礎
的な知識・技能を身につける。研究プロジェクトの全体像の理解、調査手法や文献の調査、
基礎的な情報管理に必要な IT・PC スキル（含 excel, PPT, word, cloud service、タイピング
等)、プレゼンテーションスキルの向上等が含まれる。（専門的知識・技能の活用力） 
(3)卒業研究に向けたテーマ発掘を行い、タイトルの素案を複数提出する。（自律性） 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 授業中に適宜紹介する 

21.成績評価 

-e ホ?ートフォリオ 10%  （学習目標①、 ②、③） 
-各種レポートや発表に基づく評価 20% （学習目標①） 
-中間報告 20% （学習目標①、 ②） 
-最終報告 20%  （学習目標①、 ②） 
-最終レホ?ート(各自) 30%  （学習目標①、 ②） 

22.コメント 

ゼミ運営は学⽣の主体性によるものとします。ゼミナール形式で実施するので、積極的に各
種活動に関わろうとする人を希望します。欠席はやむを得ない場合を除いて避けてくださ
い。 
また教室の中で同じ大学の学⽣のみの議論に終始しないためにも、課外学習、ヒアリング等
のフィールドワーク等の学外活動を実施します。ゼミの時間以外（夏休み含む）にも活動を
行うことを了解したうえで参加すること。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
第２回 

第１回 自己紹介・授業のガイダンス 
第２回 就活インターンシップ申し込み、自己 PR 執
筆支援 

基礎的 PC スキルのトレーニング 

第３回 
第４回 

第３回 Slack を使ってみよう 
第４回 Notion と Google calender を使ってみよう 

基礎的 PC スキルのトレーニング 



第５回 
第６回 

第５回 Cloud サービスを使ってみよう 
第６回 PC、スマートフォン、（タブレット端末）で
ドキュメント・ファイル管理をしてみよう 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
レポート執筆 

第７回 
第８回 

第７回 都市再⽣の事例について＜ポートランド市＞ 
第８回  都市再⽣の事例について＜ポートランド市
＞ 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
レポート執筆 

第９回 
第１０回 

第９回  都市再⽣の事例について＜ビルバオ市＞ 
第１０回  都市再⽣の事例について＜ビルバオ市＞ 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 

第１１回 
第１２回 

第１１回  都市再⽣の事例について＜神⼾市＞ 
第１２回 都市再⽣の事例について＜神⼾市＞ 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査報告作成 

第１３回 
第１４回 

第１３回 都市再⽣の事例について＜東北三県＞ 
第１４回 都市再⽣の事例について＜東北三県＞ 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査報告作成 

第１５回 
第１６回 

第１５回 中間レポートの発表 
第１６回 最終レポートに向けたテーマ設定 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
研究プロジェクトの⽴案 

第１７回 
第１８回 

第１７回 地域経済統計の収集方法 
第１８回 地域経済統計の分析方法 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
研究プロジェクトの⽴案 

第１９回 
第２０回 

第１９回 フィールド調査の方法 
第２０回  フィールド調査の方法 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
研究プロジェクトの推進 

第２１回 
第２２回 

第２１回 文献収集の方法 
第２２回 文献収集の演習 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
研究プロジェクトの推進 

第２3 回 
第２4 回 

第２3 回 論文の読解 
第２4 回 論文の読解と資料の整理 
 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
中間報告発表作成 

第２5 回 
第２6 回 

第２5 回 プレゼンテーション演習 
第２6 回 プレゼンテーション演習 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
中間報告発表作成 

第２7 回 
第２8 回 

第２7 回 フィールド調査の設計と統計収集の計画 
第２8 回 フィールド調査の設計と統計収集の計画 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
最終レポート・報告発表作成 

第２９回 
第３０回 

第２9 回 報告書の執筆に向けたプレゼンテーション 
第３０回 報告書の執筆に向けたプレゼンテーション 

基礎的 PC スキルのトレーニング  
文献調査 
最終レポート・報告発表作成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN307-
A02 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅳ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤勝洋 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

この演習はこれまでのプロジェクトマネジメント演習を受けた、最終段階となる。ここでは
様々な業界・業種の現場からのリアルで困難な課題を設定し、これまでに教室で学んできた
専門知と現場で学んできた経験知を総動員しながら課題解決に取り組んでいく。 
 専門知と経験知の統合をこれまで以上に強く求められ、学⽣自身の力で学びを深化させる
と共にグループワークによる一連の作業を通じ、学修の総仕上げとする。 
 特定の業界や企業に関する情報を収集すると共に新聞記事を題材にして幅広い知識を得る
と共に、理解し説明や議論ができるようにな 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①大項目「問題解決能力を身につける」 
 中項目「問題発見力 レベル 3 （現状を確認し、今後⽣じうる問題を積極的に見つけ、
解決のための課題を提示することができる）」 
様々な企業の事業展開をサービスマーケティングの視点を活かして現状を把握し、何が問題
であるか、どのような特徴があるかを発見することができるようになることを目指す。 
②大項目「問題解決能力を身につける」 
 中項目「計画・実行力 レベル 3（見通しを持った計画を自ら⽴てて取り組み、計画の進
行状況や課題の達成状況を確認し、必要に応じて修正しながら実行することができる）」 
資格取得やキャリア形成に向け、計画的に実行できることを目指す。 
③大項目「コミュニケーション能力を身につける」 
 中項目「自己表現力 レベル 3（言語的・非言語的な表現方法を活用して、内容の構成を
工夫しながら自分の思いや考えをわかりやすく表現することができる）」 
研究成果を論理的なレポートにまとめ、自己分析を行って自己 PR を行うことを目指す。 
④大項目「「コミュニケーション能力を身につける」 
 中項目「意見交換・調整力 レベル 3（他者の主張を理解して、自分の意見や考えと他者
の意見を調整して、互いに納得できる結論を得ることができる）」 
自分自身の学びの成果を資源に、グループワークを通じて課題解決を図ることを目指す。 

19.教科書・教材 

小宮路 雅博『サービス・マーケティング』 
ISBN：9784794423917 
価格：２,２００円 
出版社：創成社 

20.参考文献 別途、配布する 

21.成績評価 

授業中の提出物：４０％ 
中間発表（ゼミ内報告会等）：１０％ 
最終発表（最終レポート）：４０％ 
E ポートフォリオ：１０％ 

22.コメント 
①必要に応じてノートパソコンの持参を求める。②新聞、ニュース、話題書等に目を向けて
おくこと。時事問題に関するワークも行う。③就職等のキャリア形成についても重視する。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 0１回
（04/08） 
第 0２回
（04/12） 

＜第 01 回＞ 
・PMⅣイントロダクション 
・諸注意 
＜第 02 回＞ 
・就職活動について 
・各種ワーク 

＜第 01 回＞ 
◆パソコン 
◆履修要項 
◆成績表 
○担当学⽣はレジメ準備 
＜第 02 回＞ 
○第１章読み込み（60 分） 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 03 回
（04/15） 
第 04 回
（04/19） 

＜第 03 回＞ 
・第１章  サービスの特性とサービス・マーケティ
ング（前半） 
・新聞発表とディベート 
＜第 04 回＞ 
・自己分析（自己 PR 作成） 
・就職対策（SPI） 
・新聞発表とディベート 

◆パソコン 
＜第 03 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 04 回＞ 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 05 回
（04/22） 
第 06 回
（04/26） 

＜第 05 回＞ 
・第１章  サービスの特性とサービス・マーケティ
ング（後半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 06 回＞ 
・自己分析（自己 PR 作成） 
・就職対策（SPI） 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 05 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 06 回＞ 
○第 2 章読み込み（60 分） 
○新聞読み込み 

第 07 回
（05/06） 
第 08 回
（05/10） 

＜第 07 回＞ 
・第２章 サービス・システムと諸概念（前半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 08 回＞ 
・自己分析（自己 PR 作成） 
・就職対策（SPI） 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 07 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 08 回＞ 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 09 回
（05/13） 
第 10 回
（05/17） 

＜第 09 回＞ 
・第２章 サービス・システムと諸概念（後半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 10 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・業界研究 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 09 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 10 回＞ 
○第 3 章読み込み（60 分） 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 11 回
（05/20） 
第 12 回
（05/24） 

＜第 11 回＞ 
・第３章 サービス品質と顧客満足（前半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 12 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・業界研究 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 11 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 12 回＞ 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 13 回
（05/27） 

＜第 13 回＞ 
・第３章 サービス品質と顧客満足（後半） 

◆パソコン 
＜第 13 回＞ 



第 14 回
（05/31） 

・新聞発表＆ディベート 
＜第 14 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・企業研究 
・新聞発表＆ディベート 

○新聞読み込み 
＜第 14 回＞ 
○第 4 章読み込み（60 分） 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 15 回
（06/03） 
第 16 回
（06/07） 

＜第 15 回＞ 
・サービスの価格とサービス・コスト（前半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 16 回＞ 
・就活対策（SPI） 
・エントリー＆志望動機作成 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 15 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 16 回＞ 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 17 回
（06/10） 
第 18 回
（06/14） 

＜第 17 回＞ 
・第４章 サービスの価格とサービス・コスト（後
半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 18 回＞ 
・就活対策（SPI） 
・エントリー＆志望動機作成 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 17 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 18 回＞ 
○第 5 章読み込み（60 分） 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 19 回
（06/17） 
第 20 回
（06/21） 

＜第 19 回＞ 
・第５章  サービスの需給問題と需給マネジメント
（前半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 20 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・エントリー＆志望動機作成 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 19 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 20 回＞ 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 21 回
（06/24） 
第 22 回
（06/28） 

＜第 21 回＞ 
・第５章  サービスの需給問題と需給マネジメント
（後半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 22 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・エントリー＆志望動機作成 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 21 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 22 回＞ 
○第 6 章読み込み（60 分） 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 23 回
（07/01） 
第 24 回
（07/05） 

＜第 23 回＞ 
・第６章 サービスのプロモーションとエデュケーシ
ョン（前半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 24 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・エントリー＆面接稽古 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 23 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 24 回＞ 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 25 回
（07/08） 
第 26 回
（07/12） 

＜第 25 回＞ 
・第６章 サービスのプロモーションとエデュケーシ
ョン（後半） 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 25 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 26 回＞ 



＜第 26 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・エントリー＆面接稽古 
・新聞発表＆ディベート 

○第 7 章読み込み（60 分） 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 27 回
（07/15） 
第 28 回
（07/19） 

＜第 27 回＞ 
・第 7 章 サービスのプロモーションとエデュケー
ション（前半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 28 回＞ 
・就職対策（SPI） 
・エントリー＆面接稽古 
・新聞発表＆ディベート 

◆パソコン 
＜第 27 回＞ 
○新聞読み込み 
＜第 28 回＞ 
○担当学⽣はレジメ準備 
○新聞読み込み 

第 29 回
（07/22） 
第 30 回
（07/26） 

＜第 29 回＞ 
・第７章 サービスのプロモーションとエデュケーシ
ョン（後半） 
・新聞発表＆ディベート 
＜第 30 回＞ 
・サービスマーケティングのまとめ 

○各自の研究成果をＥポートフォリオに入力
（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN307-
A03 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅳ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義及び演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 これまでの専門科目や展開科目、経験学習プログラム等で獲得した専門知と現場で学んで
きた経験知を総動員しつつ、データ駆動型社会と言われるこれからのビジネス社会における
さまざまな事象について、その背景や課題および解決方法等に関する議論を深めながら、後
続科目のマネジメント専門演習や卒業研究へと繋げていくべく環境整備を行う。 
 そのために、5 千字以上のレポートを執筆する訓練（内容＋レイアウト）を行うと共に、
これからのビジネスパーソンに共通して必要とされるデータ分析のスキルおよび分析結果を
読み解く力について、ビジネ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（（4）問題発見・解決力、（5）コミュ
ニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
①経営学全般の基本に対する理解を深めることができる。 
②課題を発見し、原因と結果の関係を他者に説明できる。 
③課題解決のための計画を⽴てることができる。 
④卒業研究に向けてテーマを絞ることができる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。 

20.参考文献 

・高橋伸夫著『大学 4 年間の経営学が 10 時間でざっと学べる』株式会社 KADOKAWA 
・日経文庫 1915 武藤泰明著『ビジュアル 経営の基本 第３版』日本経済新聞社 
・統計学の基礎から学ぶ Excel データ分析の全知識（できるビジネス） できるビジネスシ
リーズ 
・WebClass に掲載の自習教材「働く意義と会社のしくみ 2.0-0」、（株）日本事業出版が発
行の書籍「イラスト図解 会社のしくみ」をもとに、日本データパシフィックが制作 
  その他、必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 
小課題 10 回 X 3   30％  
プレゼンテーション   20％   
最終レポート              50％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1/2 回 

オリエンテーション    
・プロジェクトマネジメント演習Ⅳの内容、授業の進
め方確認  
・履修登録の確認 

予習： 
朝日新聞時事ワークシート 図表の読み解き
①② 
履修登録科目のチェック 
     
 

第 3/4 回 
朝日新聞時事ワークシート 図表の読み解き① 
朝日新聞時事ワークシート 図表の読み解き② 

小課題① 
予習： 
朝日新聞時事ワークシート 図表の読み解き
③④ 



 

第 5/6 回 
朝日新聞時事ワークシート 図表の読み解き③ 
朝日新聞時事ワークシート 図表の読み解き④ 

小課題② 
復習： 
Excel の基本について各自で復習してくるこ
と① 

第 7/8 回 

概要編―実務データを「見える化」するビジネスデー
タ分析① 
概要編―実務データを「見える化」するビジネスデー
タ分析② 

Excel の基本について各自で復習してくるこ
と② 

第 9/10 回 

操作編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の基本操
作①  
操作編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の基本操
作② 

小課題③ 
授業中に提出 

第 11/12 回 

操作編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の基本操
作③  
分析編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の活用と
操作① 

小課題④ 
授業中に提出 

第 13/14 回 

分析編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の活用と
操作② 
分析編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の活用と
操作③ 

小課題⑤ 
授業中に提出 

第 15/16 回 
分析編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の活用と
操作④ 
最終課題の提示 

小課題⑥ 
授業中に提出 
最終課題に取り組む 

第 17/18 回 

分析応用編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の応
用と操作① 
分析応用編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の応
用と操作② 

小課題⑦ 
授業中に提出 
最終課題に取り組む 

第 19/20 回 
分析応用編―Ｅｘｃｅｌでのビジネスデータ分析の応
用と操作③ 
グラフ編―グラフの読み方、使い方をマスターする① 

小課題⑧ 
授業中に提出 
最終課題に取り組む 

第 21/22 回 
グラフ編―グラフの読み方、使い方をマスターする② 
グラフ編―グラフの読み方、使い方をマスターする③ 

小課題⑨ 
授業中に提出 

第 23/24 回 

グラフ活用編―グラフ分析の実践テクニックをマスタ
ーする① 
グラフ活用編―グラフ分析の実践テクニックをマスタ
ーする② 

小課題⑩ 
授業中に提出 
最終課題に取り組む 

第 25/26 回 
⻑文編集の作法 
レポートでのデータの活用方法について 

最終課題に取り組む 

第 27/28 回 
プレゼンテーションの作法 
プレゼンテーション資料でのマルチメディアデータの
かつようについて 

プレゼンテーションの練習に取り組む 

第 29/30 回 
最終課題のプレゼンテーション 
振り返り    
・e-ポートフォリオに入力する 

○最終レポートを仕上げて提出する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN307-
M01 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅳ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 田中綾子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 セーフティマネジメン関連科目の単位取得
と防災士資格取得が望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この演習ではこれまでの専門科目、展開科目、オフキャンパスプログラム、課外活動等から
得た知見を総動員し、セーフティマネジメントに関わる様々な事象についての議論を深め、
問題意識の涵養を図る。学習の手法としては、ゼミ⽣相互による説明・質疑のほか、ディベ
ート等も用いる。 
また、地域において学習成果等を発信するため、活動企画・調査・準備・実施結果の検証を
行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

地域や組織内での災害やトラブルについて、①現状把握、②対策提案、③効果測定ができる
ことを目標とします。具体的には、さまざまなセーフティマネジメント関連事象について 
１．課題を発見し、原因と結果の関係を他者に説明できる 
２．客観的事実に基づいて、特徴等を他者に説明できる 
３．課題解決のための計画を作成できる 
４．要点を押さえて概要をまとめることができる 
５．発信にあたり、対象者や目的に応じて内容を工夫することができる 
ことを目指す。 

19.教科書・教材 授業中に適宜指定・配布する 
20.参考文献 新聞記事、専門誌、論文等、適宜紹介する 

21.成績評価 

演習における発表内容：30％ 
演習への貢献：20％ 
学外活動への貢献：20％ 
学外活動成果のまとめと発信：20％ 
卒業研究計画案：10％ 

22.コメント 
卒論執筆に向けた、論理的思考を重点的にトレーニングします。演習や学外活動への貢献度
を重視しますので、積極的に発言してください。 

23.オフィスアワー ⽕曜日昼休み(4 号館 5 階研究室) 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１・２回 

・自己紹介等 
・セーフティマネジメント関連事案への関心等につい
ての議論 
・スケジュール共有 

＜持参するもの＞全回ノートパソコン 
 

第３・４回 ディベートを活用した論理的思考法①  
第５・６回 ディベートを活用した論理的思考法②  
第７・８回 ディベートを活用した論理的思考法③  

第９・10 回 
 

【4 限】キャリア教育プログラム（暫定） 
【5 限】セーフティマネジメント分野における課題分
析とデータの活用 
研究計画について① 

 



第 11・12 回 課題調査①  
第 13･14 回 課題調査②  

第 15・16 回 
セーフティマネジメントプロジェクトの企画① 
研究計画について②  

第 17・18 回 セーフティマネジメントプロジェクトの企画②  
第 19・20 回 セーフティマネジメントプロジェクトの準備①  
第 21・22 回 セーフティマネジメントプロジェクトの準備②  
第 23・24 回 セーフティマネジメントプロジェクトの実施①  
第 25・26 回 セーフティマネジメントプロジェクトの実施②  

第 27・28 回 セーフティマネジメントプロジェクトのまとめ 
研究計画について③ 

 

第 29・30 回 セーフティマネジメントプロジェクトの評価 
研究計画案の提出 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN307-
M02 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅳ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 助川たかね 

5.授業科目の区分 

総合演習／メディア・
コンテンツ産業におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 
3 年⽣ 
 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

本科目では、卒業研究の準備段階として、以下の目的を設定する。 
①卒業論文の要件および論文執筆の設計について理解、修得する。 
②卒業論文のテーマを将来のキャリアおよび自身の興味の両面から考える。 
また、全体を通して、これまで学んだ経営学の基礎理論を複合的に応用できるようになるこ
とをもうひとつの努力目標とする。そのため、マーケティングに限らず、経済、経営、財
務、会計などについても、この機会に復習し、苦手意識を克服して欲しい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的
知識・技能の活用力に関連して、以下の学習目標を設定しています。 
①自分の興味に制限を設けず、可能性を深く広く考えられる。 
②マーケティングおよび経営学全般の基礎知識について、理解の足りない部分を見つけ再修
得する。 
③複層的視点で考え、正解のない現実社会の事象から「解決すべき課題」を見つけようとす
る。 
④①〜③を活かして業論文の要件を理解し、設計できる。 
⑤④をテキスト、ビジュアル両方を用いて、卒業論文の組⽴てを他人に説明できる。 

19.教科書・教材 
指定しない。 
これまでに学んだ科目の教科書を適宜、用いることがある。 

20.参考文献 文献、論文、統計データ、メディア記事などのコピーを配布する。 

21.成績評価 

① 課題 1  卒論の目的         15  (学習目標①②） 
② 課題 2  卒論の設計            20 (学習目標①②③④） 
③ 課題 3  卒論の再設計        35 (学習目標①②③④⑤）     
④ 授業での発言・貢献      30 (学習目標①②③④） 

22.コメント 

・この科目を通して、自分自身が大切に思うことをもう一度考えてください。自分と向き合
い、大学⽣活の貴重な時間を有意義に使いましょう。 
・授業では日々の発見も含め自分の考えを積極的に伝えて下さい。様々な考え方を発信し理
解しようとする姿勢は自分を高めてくれます。お互いにどんな意見も貴重なものと捉えて尊
重しましょう。 
・特に指示のない限り、毎回、PC を持参してください。 

23.オフィスアワー 
研究室：月曜日昼休み 
メディアライブラリー：木曜日昼休み 
授業の前後の時間も可能な限り対応しますので活用してください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 
第 2 回 

オリエンテーション： 
・授業の目的と構成、課題、発言／貢献、評価 

 



イントロダクション： 
・卒業論文の取り組み方 
・テーマの決め方 
ワークショップ 
・「論じる」とは何か 

第 3 回 
第 4 回 

卒業論文の要件と設計 
調査方法 
・予備調査と本調査 
・定量調査と定性調査 
・一次資料と二次資料 
・参考・引用文献 
ワークショップ 
・「調査する」とは何か 

課題 1 配布 
 

第 5 回 
第 6 回 

卒業論文の目的 
・仮説と検証 
ワークショップ 
・「仮説を⽴てる」とは何か 

 

第 7 回 
第 8 回 

課題１「卒業論文の目的」 
・プレゼンテーションと質疑、講評 

課題２ 配布 

第 9 回 
第 10 回 

卒業論文の設計 
・設計図の作成方法 
ワークショップ 
・「設計図の視覚化」 

 

第 11 回 
第 12 回 

課題 2「卒業論文の設計」 
・ビジュアルプレゼンテーションと質疑、講評 

課題２ 提出 

第 13 回 
第 14 回 

課題 2「卒業論文の設計」 
・ビジュアルプレゼンテーションと質疑、講評 

 

第 15 回 
第 16 回 

卒業論文の再設計 
・テーマと目的 
・仮説と検証 
・資料の種類 
・調査の種類 
・証拠と論拠 
ワークショップ 
・「図表：ビジュアルコミュニケーション」 

 

第 17 回 
第 18 回 

講義とワークショップ 
・「データチャート」 

前週と同じ 

第 19 回 
第 20 回 

講義とワークショップ 
・「コンセプトチャート」 課題２提出 

第 21 回 
第 22 回 

課題３「卒業論文の再設計」についての再検討 
・テーマと目的 
・仮説と検証 
・資料の種類 
・調査の種類 
・証拠と論拠 
・図と表 

 

第 23 回 課題 3「卒業論文の再設計」  



第 24 回 ・ビジュアルプレゼンテーションと質疑、講評 
第 25 回 
第 26 回 

課題 3「卒業論文の再設計」 
・ビジュアルプレゼンテーションと質疑、講評 

 

第 27 回 
第 28 回 

課題 3「卒業論文の再設計」 
・ビジュアルプレゼンテーションと質疑、講評 

・授業終了後、発言表を回収しますので持参
すること。 

第 29 回 
第 30 回 

卒業論文の設計 
・全体講評 
・個別講評 
今後の準備 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN307-
M03 

2.科目名 プロジェクトマネジメント演習Ⅳ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 本演習では、これまでの様々な経験学習と専門科目で勉強してきた知識の統合を図ること
を目的とする。 
【概要】 
それぞれの経験学習や専門科目の勉強において、興味関心の持つテーマを明確にし、関連学
習を深め、各自のテーマに沿った研究を進めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（5）コミュニケーションスキル（6）
専門的知識・技能の活用力、の学修に関連している。 
具体的には、 
・これまで学習した専門知識に対する理解を深める 
・インターンシップやサービスラーニングなどのオフキャンパスでの経験を振り返り、特に
関心を持つ課題について深堀し、専門知識や理論を用いて、問題の解明や課題解決の提案を
することができる 
・個人学習やグループワークの内容をまとめ、他者に説明することができる 

19.教科書・教材 指定しない 
20.参考文献 指定しない。 

21.成績評価 

レジュメ＆個人ワーク   30％ 
個人発表   30％ 
グループワーク   30％ 
e-ポートフォリオ 10％ 

22.コメント 進路や卒論の作成を意識して研究対象業界＆企業を選定し、計画的な学習が望ましい。 

23.オフィスアワー 

春学期： 
水曜日昼休み センターオフィスアワー 
水曜日３限 研究室オフィスアワー 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1-2 

オリエンテーション 
・総合マネジメント演習Ⅲの内容、授業の進め方確認 
・履修登録の確認 
 

経営学概論の復習(１２０分） 

3-4 
・自己紹介 PPT&文献リスト用 Excel ファイルの作成 
・自己紹介 
 

・配布した参考資料の予習(第１講） 

5-6 ・これまでの学習の振り返り＆テーマ選定・選書 〇読書＆レジュメまとめ（120 分） 

7-8 
・企業にとって成⻑とは何か（２） 
・「成⻑」と「成熟」の違い 
・レジュメの作り方 

〇経営戦略 1 のレジュメ-01 の作成(継続） 
〇研究対象企業のＤＮＡについて調べる
（120 分） 



  

9-10 
・キャリアガイダンス(暫定） 
 

※リクナビ、マイナビへの登録は Web から
各自で行うので、書類は提出しないこと 
※次回までのリクナビやマイナビ等の就職サ
イトに新規登録を行っておくこと 

11-12 ・工場見学（予定日） 
〇e-ポートフォリオに見学の感想文を登録す
る（120 分） 
 

13-14 

・工場見学の感想＆R キャップテスト結果で考える自
分の職業選択 
 ==>e-ポートフォリオに 
・第１章のレジュメ確認 
 「高品質+低価格」戦略 
・マイケル・ポーターの三つの基本戦略の有効性と限
界 
・「スマート＊リーン」とは何か 

 

15-16 

「スマート＊リーン」の事例学習 / 外部講師によ
る講演会（暫定） 
・ユニクロ、ゲーム業界、コンビニ業界 
◎ＧＷ1：各業界内企業別戦略の考察（120 分） 

 

17-18 
GW1 のまとめと発表 
〇コメントや意見、質問を整理して次回までに中間レ
ポートを作成する（120 分） 

 

19-20 
バリューチェーンのデザイン 
・体験価値ショッピング、資産のコラボレーション 
・個人ワーク：図表 1 作成 

〇レジュメ-02 の作成（継続）、図表 1 を完
成（120 分） 

21-22 
スマート＊リーンの実現(1) 
・東芝だけがＴＶ事業で⿊字の理由 
・事業開発を成功させるカギ 

〇研究対象企業の弱点分析（120 分）→次回
グループ内発表 

23-24 

スマート＊リーンの実現(2) 
・社内をつなぐ「ワイガヤ」 
・パナソニックの「ideas for life」 
・デジカメ一眼レフ成功の軌跡 

○経営戦略 3 のレジュメ-03 の作成（120
分） 

25-26 

グローバル勝者への道（1） 
・アジアのパワーを取り込むには 
・資⽣堂の中国進出 
・MUJI の「わけあって高い」から売れた 
・ユニクロは失敗から学んだこと 

〇個人レポートを作成する（120 分） 
◎GW2 最終発表の準備をする（120 分） 
 

27-28 

グローバル勝者への道（2） 
・韓国や中国にはまねできない日本の匠 
・シマノのマーケティングは華僑が担う 
・拡大の学習がグローバル化の最終段階 
 

〇個人レポートを作成する（120 分） 
◎GW2 最終発表の準備をする（120 分） 

29-30 

最終発表、振り返り 
・GW2 の発表 
・e-ポートフォリオに入力する。 
・授業アンケート  

 



○発表後、レポートを完成し、Web class にて提出す
る（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 大⻄洋史 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：月曜日 4 限 
研究室オフィスアワー：⽕曜日昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 



 （本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 



〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 【第 27 回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



【第 28 回】 
 

・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 梶正義 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。論文作成に必
要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞り込みむ。さらに、これまでの専門演習に
おいて培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究
や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それらに基づいて説得力のある結論や提案を
導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 水・木曜日昼休み（メールで確認） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 



○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 



確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 



〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 川村光 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 木曜日 3 時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中⻄一彦 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
  「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目
的とする。 
【概要】 
     卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ
問題を絞り込 む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースに、
テーマ設定を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを
行い、それらに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、 
（1）自律的で主体的な態度（自律性）、 
（4）問題発見・解決力、 
（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
  ①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
  ②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
  ③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
  ④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
  ⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー 月曜 4 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 【第１回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



4/13 
【第２回】
4/20 
 

・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】
4/27 
【第４回】
5/11 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】
5/18 
【第 6 回】
5/25 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】
6/1 
【第 8 回】
6/8 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】  
6/15 
【第 10 回】
6/22 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】
6/29 
【第 12 回】
7/6 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】
7/13 
【第 14 回】
7/20 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240



 ・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

分） 
 

【第 15 回】
7/27 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】
9/28 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】
10/5 
【第 18 回】
10/12 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】
10/19 
【第 20 回】
10/26 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】
11/2 
【第 22 回】
11/9 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】
11/16 
【第 24 回】
11/30 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】
12/7 
【第 26 回】
12/14 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 



【第 27 回】
12/21 
【第 28 回】
1/11 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】
1/18 
【第 30 回】
1/25 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A07 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 百瀬和夫 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律
性）、（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A08 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
「卒業研究」では、各自の興味関心に基づいて教育に関する卒業論文を作成することを目的
とする。 
【概要】 
卒業論文の作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を
絞り込む。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、教育福祉学科の DP のうち、（1）自律的で主体的な態度（自律性）、
（4）問題発見・解決力、（6）専門的知識・技能の活用力、と関連します。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 
ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ



ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 



 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ



 評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A09 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 吉村啓子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。論文作成に必
要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞り込みむ。さらに、これまでの専門演習に
おいて培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究
や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それらに基づいて説得力のある結論や提案を
導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
【第２回】 
 

【第１回】 
・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 

◆ノートパソコン持参◆ 
※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 



○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 



確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 

【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 



〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A10 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。 
【概要】 
卒業論文作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞
り込みむ。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の (1)自律性、(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技能の活用
力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 

ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 
社会福祉士国家試験受験者については、別途、春学期終了時に論文完成を目標にスケジュー
ルで進行し、主体的に取り組む必要があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 【第１回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



【第２回】 
 

・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240



・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 



【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A11 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉こども学専攻 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
各自の興味関心を持った教育に関するテーマにそって、卒業論文を作成する。 
【概要】 
卒業論文作成にあたっては、論文作成に必要な手続きや書き方を学び、関心を持つ問題を絞
り込みむ。また、これまでの専門演習において培ってきた知識や技能をベースにテーマ設定
を行い、自ら研究計画を⽴て、先行研究や文献、データの収集・整理・まとめを行い、それ
らに基づいて説得力のある結論や提案を導く。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の (1)自律性、(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技能の活用
力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①卒業論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
②自らの興味関心に基づき、研究するに相応しいテーマを設定する。 
③卒業論文完成までの研究計画を⽴て、研究完遂の見通しを得る。 
④先行研究を収集し、その内容をまとめ、整理した上で、自らの論⽴てに活用する。 
⑤卒業論文を完成させ、発表する。 
 

19.教科書・教材  

20.参考文献 

・井下千以子『思考を鍛えるレポート論文作成法 ［第３版］』慶應義塾大学出版会、2019
年 
・古郡延冶『論文レポートのまとめ方』ちくま書房、1997 年 
・⼾田山和久『論文の教室ーレポートから卒論までー』NHK ブックス、2002 年 
 

21.成績評価 

・途中経過報告書Ⅰ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈春学期中盤〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈春学期終盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・途中経過報告書Ⅱ（これまでの研究の成果と今後への展望）〈秋学期当初〉：10％【学習目
標①②③④に対応】 
・中間発表〈秋学期中盤〉：10％【学習目標①②③④に対応】 
・ゼミ内での最終発表〈秋学期終盤〉：10％【学習目標⑤に対応】 
・卒業論文：50％（「卒業論文ルーブリック」参照）【学習目標⑤に対応】 

22.コメント 

ゼミの仲間たちと共に励まし合い、切磋琢磨しながら、4 年間の総まとめとして、各自のテ
ーマに基づいた卒業研究を遂行しましょう。 
社会福祉士国家試験受験者については、別途、春学期終了時に論文完成を目標にスケジュー
ルで進行し、主体的に取り組む必要があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 【第１回】 ◆ノートパソコン持参◆ 



【第２回】 
 

・春学期オリエンテーション 
（本授業の概要と授業の進め方、評価方法のガイダン
ス） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
【第 2 回】 
・研究テーマの確定と発表① 
○研究テーマ確定への準備と発表準備 or 発表まとめ
（240 分） 
 

※以降、毎回必要！ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇研究テーマ確定への準備と発表準備（120
分） 
 

【第３回】 
【第４回】 
 

【第 3 回】 
・研究テーマの確定と発表② 
【第 4 回】（１限目：評価と実践） 
・卒業論文作成ガイダンス〈全体会〉 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇研究テーマ確定への準備 or 発表まとめ
（240 分） 
〇卒業論文作成ガイダンスの復習（120 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（120 分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 
 

【第 5 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理① 
【第 6 回】 
・テーマにした分野の基本概念、用語の整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
〇テーマにした分野の基本概念、用語の整理
（240 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
 

【第 7 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集① 
【第 8 回】 
・仮アウトラインの作成 
・関連文献の調査と収集② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
◆ノートパソコン持参◆ 
○仮アウトラインの作成（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
 

【第 9 回】 
・関連文献の調査と収集③ 
・文献の読解と整理① 
【第 10 回】 
・関連文献の調査と収集④ 
・文献の読解と整理② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
○関連文献の調査と収集（120 分） 
○文献の読解と整理（120 分） 
 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
 

【第 11 回】 
・ポスターセッションのあり方と流れについて 
（発表と意見交換＆まとめ⇒卒論完成へ） 
・ポスターの作成① 
【第 12 回】 
・ポスターの作成② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
・文献の読解と整理（120 分） 
〇ポスター作成準備（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
 

【第 13 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議①
〔ゼミ内〕 
【第 14 回】 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240
分） 
〇ポスター発表と意見交換のまとめ（240



・春学期中間発表（ポスターセッション）と討議②
〔学年全体〕※評価と実践の時間も活用 
 

分） 
 

【第 15 回】 
＜秋学期＞ 
【第 16 回】 
 

【第 15 回】 
・春学期中間発表（ポスターセッション）のまとめと
討議 
・卒論完成に向けて、春学期の成果と秋学期の計画の
確認 
◇◇◇秋学期◇◇◇ 
【第 16 回】 
・秋学期オリエンテーション 
（これまでの振り返りと今学期の見通し確認） 
・e ポートフォリオへの前学期のリフレクション及び
今学期の目標記入 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇春学期中間発表（ポスターセッション）の
まとめ（240 分） 
＜秋学期＞ 
◆ノートパソコン持参◆ 
〇e ポートフォリオへの前学期のリフレクシ
ョン及び今学期の目標記入の仕上げと確認
（120 分） 
〇途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の作成（120 分） 
 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
 

【第 17 回】 
・最終アウトラインの作成 
・論文執筆と個別相談① 
【第 18 回】 
・論文執筆と個別相談② 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
●途中経過報告書 2（これまでの研究の成果
と今後への展望）の提出 
〇最終アウトラインの作成（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
 

【第 19 回】 
・論文執筆と個別相談③ 
【第 20 回】 
・論文執筆と個別相談④ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（240 分） 
●論文題目変更届け提出（10/31 まで：該当
者のみ） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備（120 分） 
 

【第 21 回】 
【第 22 回】 
 

【第 21 回】 
・秋学期中間発表と討議① 
・論文執筆と個別相談⑤ 
【第 22 回】 
・秋学期中間発表と討議② 
・論文執筆と個別相談⑥ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇秋学期中間発表の準備 or 討議のまとめ
（120 分） 
 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
 

【第 23 回】 
・秋学期中間発表と討議③ 
・論文執筆と個別相談⑦ 
【第 24 回】 
・論文執筆と個別相談⑧ 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇秋学期中間発表の討議のまとめ（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
〇論文執筆（240 分） 
 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
 

【第 25 回】 
・論文執筆と個別相談⑨ 
【第 26 回】 
・論文執筆と個別相談⑩ 
 

〇論文執筆（240 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備（120 分） 
〇論文執筆（120 分） 
 



【第 27 回】 
【第 28 回】 
 

【第 27 回】 
・ゼミ内最終発表会①（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 28 回】 
・ゼミ内最終発表会②（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
 

◆ノートパソコン持参◆ 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇ゼミ内最終発表会準備 or 発表まとめ
（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
 

【第 29 回】 
・ゼミ内最終発表会③（ゼミ内にて発表と質疑、講
評） 
【第 30 回】 
・卒業論文発表会〈全体会〉 
（各ゼミ代表者による発表と質疑応答、講評） 
 

◆ノートパソコン持参（発表者）◆ 
〇ゼミ内最終発表会まとめ（120 分） 
〇論文の推敲と最終調整（要旨作成を含む）
（120 分） 
〇卒業論文発表会のまとめ（240 分） 
●卒業論文の提出 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A12 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 堀上 明 

5.授業科目の区分 

総合演習科目／情報分
野における実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ４年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

■目的 
 ４年間の学習の総仕上げとして卒業研究を実施し、その成果物として卒業論文の執筆をお
こなう。 
■概要 
以下の要領で各自で進め、ゼミで発表する。卒業研究は学⽣が自分でおこなうものなので、
教員は支援に徹する。 
(1)研究テーマを決める。経営学に関するものであれば特に限定はしない。 
(2)研究計画を⽴案し、スケジュールを⽴てる。 
(3)先行研究レビューを実施する。 
(4)データを収集、分析し、結果に対する考察をする。  
(5)論文執筆と発表をおこなう。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（4）問題発見・解決力、
（5）コミュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
(1)経営学に関連する研究テーマを決め、実行計画を⽴て、実施できる。 
(2)研究活動の標準的な形式に則って研究ができる。 
(3)研究論文の標準的な形式に則って論文執筆ができる。 
(4)研究成果をわかりやすく説明できる。 
 

19.教科書・教材 指定しない。 
20.参考文献 必要に応じて提示します。 

21.成績評価 

e-ポートフォリオ 10% 
研究計画書、報告会、発表等 40% 
卒業論文     50% 
 

22.コメント 

・各回ともノートパソコンを持参してください。 
・授業は発表中心です。発表のための準備は授業外でおこなう必要があります。 
・必要に応じて授業外で指導する場合があります。 
 

23.オフィスアワー 
春学期 
研究室オフィスアワー：木曜昼休み 
センターオフィスアワー：木曜１限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【春学期】 
下記の予定は仮決めです。このクラスは４年次から受
け持つため、３年次の卒業研究の状況を授業の最初で

 



確認し、授業計画を見直します。 
第１回 
 

ガイダンス ・ノートＰＣ持参のこと。 

第２回−第
３回 経過報告 

・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第４回−第
５回 

研究計画書作成・発表 
・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第６回−第
７回 

研究計画書修正・発表 
・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第８回−第
１１回 

経過報告 
・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１２回 
−第１３回 

中間発表準備 
・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１４回 
−第１５回 中間発表 別途指示する。 

【秋学期】   

第１６回 
−第１７回 進捗報告 

・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第１８回 
−第１９回 論文概要検討・目次発表 

・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２０回 
−第２１回 

論文執筆開始・経過報告 
・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２２回 
−第２７回 

論文執筆・経過報告 
・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第２８回 
−第２９回 

最終報告会準備 
・発表があたっている学⽣は、期限までに発
表資料提出のこと。 
・ノートＰＣ持参のこと。 

第３０回 最終報告会 別途指示する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A13 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
４年間にわたる大学での学習成果として、各自が関心のあるテーマで卒業論文を完成させる
（通年）。前半は、論文作成の基礎となる文献研究と資料収集を中心となるが、授業では発
表・討論を通じて他の学⽣のテーマについても理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①適切なテーマを設定し、テーマに関する文献・資料を収集できる。 
②テーマに関する研究計画書を作成することができる。 
③論文作成過程で、ゼミ内での討論や報告ができる。 
④学びの集大成として、卒業論文を完成させる。 

19.教科書・教材 使用しない 
20.参考文献 適宜指示 

21.成績評価 

文献研究・資料収集など課題への取り組み： ２０％ 【目標①に対応】 
研究計画書： ２０％ 【目標②に対応】 
中間報告会・最終報告会： １０％ 【目標③に対応】 
卒業論文 ： ５０％ 【目標④に対応】 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業開始後伝える。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

2022 年度春
学期 
第 1 回・第
2 回 

ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
 研究計画（１） 
・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 

○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
◆パソコン◆ 
○テーマを見直す。（180 分） 

第 3 回・第
4 回 

研究計画（２） 
・論文の目的、概要を整理する。 
 研究計画（３） 
・資料、参考文献リストを作成する。 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。
（180 分） 
○資料、参考文献リストを完成させる。
（180 分） 

第 5 回・第
6 回 

 中間発表（１） 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 
 中間発表（２） 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 7 回・第
8 回 

 論文構成の検討 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
 研究計画書の作成 
・資料、参考文献を再検討する。 

○研究を進める。（180 分） 
★研究計画書を提出する。研究計画書提出期
限（   月    日（    ）） 
○研究を進める。（180 分） 

第 9 回・第 個別研究報告（１） ○研究を進める。（180 分） 



10 回 個別研究報告（２） ○研究を進める。（180 分） 
第 11 回・第
12 回 

個別研究報告（３） 
個別研究報告（４） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 13 回・第
14 回 

報告会準備 
中間報告会（１） 
・合同で中間報告会を実施する。 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 15 回 
2022 年度秋
学期 
第 16 回 

中間報告会（２） 
・合同で中間報告会を実施する。 
・春学期の振り返り 
ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、秋学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・今後のスケジュール、卒論執筆要領を確認する。 

★（テーマ変更の場合）研究計画書変更届提
出(提出期限 月 日（ ）) 
○冬期休暇中に、5,000 字以上を執筆する。
（1440 分） 
【春学期】 
◆パソコン◆ 
★論文提出（5000 字以上） 
○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 17 回・第
18 回 

中間研究報告（１） 
中間研究報告（２） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 19 回・第
20 回 

中間研究報告（３） 
中間研究報告（４） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 21 回・第
22 回 

個別研究報告（５） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（６） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 23 回・第
24 回 

個別研究報告（７） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（８） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（600 分） 
○研究を進める。（600 分） 

第 25 回・第
26 回 

論文要旨 
・論文の要旨をまとめる。 
原稿修正 

○研究を進める。（600 分） 
★原稿提出 
○原稿を修正する。（300 分） 

第 27 回・第
28 回 

卒論提出 
報告会準備 

○原稿を修正する。（300 分） 
★卒論提出期間内に提出する 
○卒論報告会資料を作成する。（240 分） 

第 29 回・第
30 回 

ゼミ内卒論報告会 
最終報告会 ○卒論報告会資料を修正する。（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A14 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 河内山潔 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年⽣以上 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
4 年間の大学での学修成果を、各自の問題意識に応じたテーマで論文の形にまとめ上げるこ
とを目的とする。 
【概要】 
必要に応じて、研究や論文作成のための指導を行うが、この科目は他の科目以上に各自の自
発性が期待される科目である。個人指導を中心としたクラス運営を行う。 
  
●春学期 
 1．卒業論文のテーマを決定し、研究計画を⽴案する。 
 2．卒業後の進路が明確化しており、そのための具体的な行動を行っている。 
●秋学期 
 3．卒業論文を完成させる。 
 4．進路が決定している。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（6）専門的知識・技能の活用力の学修
に関連しています。 
●春学期     
 1．卒業論文のテーマを決定し、研究計画を⽴案する。    
 2．卒業後の進路が明確化しており、そのための具体的な行動を行っている。 
    
●秋学期    
 3．卒業論文を完成させる。     
 4．進路が決定している。 

19.教科書・教材 
特に指定しない。卒論のテーマに応じて、学⽣ごとに文献を紹介する。  
また、必要に応じて教材を配布する予定である。 

20.参考文献  

21.成績評価 

研究計画書      20% （学習目標①）    
中間・最終報告会   20%（学習目標①）     
卒業論文       50% （学習目標③） 
e-ポートフォリオ   10% （学習目標②） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春学期 
第 1/2 回 

第 1 回    
●授業ガイダンス、e-ポートフォリオ、卒論スケジュ
ール確認  
 ・シラバスに基づいた授業のガイダンス 
 ・前学期の振り返り、春学期の目標設定を e-ポー

第 1 回 
○e-ポートフォリオの入力を行う 
○研究計画書の下書きの準備 
   
第 2 回 



トフォリオに入力する。 ・授業の進め方と卒論提出
までのスケジュールを確認する。  
   
第 2 回    
●研究計画の⽴案①     
 ・卒業論文執筆要領の説明 
 ・テーマ、先行研究と目的、参考文献などを確認す
る。 

○研究計画書の準備 
  
★毎回 PC 持参 

第 3/4 回 

第 3 回     
●研究計画の⽴案②     
 ・研究方法、論文構成を作成する。   
     
第 4 回    
●研究計画の⽴案③    
 ・研究計画書の作成   
  
 ・研究計画書の発表の準備 

第 3 回 
○研究計画書の準備 
  
第 4 回 
○研究計画書の作成・仕上げ   
★毎回 PC 持参 

第 5/6 回 

第 5 回    
●研究計画の報告①    
 ・研究計画について、クラス内で報告する。  
 ・フィードバックを受け、さらに計画を練る 
      
第 6 回     
●研究計画の報告②    
 ・修正した研究計画を再度報告する。 
（研究計画書の提出の準備を行う。） 

第 5 回  
○フィードバックを受け、計画を練る 
   
第 6 回 
○研究計画書の完成させる  
★毎回 PC 持参 

第 7/8 回 

第 7 回    
●研究計画書の完成    
 ・研究計画書の様式を完成させる。  
      
第 8 回    
●個別研究報告①    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 7 回 
○研究計画書の作成・仕上げ 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 8 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 9/10 回 

第 9 回    
●個別研究報告②    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 10 回    
●個別研究報告③    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 9 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 10 回  
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 11/12 回 

第 11 回     
●個別研究報告④    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 12 回     
●個別研究報告⑤    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 11 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 12 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 



第 13/14 回 

第 13 回     
●個別研究報告⑥    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 14 回    
●個別研究報告⑦    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 13 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 14 回  
○フィードバックを受け、修正作業を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 15 回 
秋学期 
第 16 回 

第 15 回   
●春学期のまとめと授業アンケート 
 ・卒論執筆の進捗状況の確認。  
     
     
      
秋学期     
第 16 回    
●卒論執筆の進捗状況の確認と秋学期のスケジュール
確認。  
●前学期の振り返り、秋学期の目標設定を e-ポート
フォリオに入力する。 

第 15 回 
○夏季休業中の卒論執筆の推進。 
   
秋学期 
第 16 回 
○卒論執筆の推進 
  
★PC 持参 

第 17/18 回 

第 17 回    
●個別研究報告⑧    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 18 回    
●個別研究報告⑨    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 17 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 18 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
★毎回 PC 持参 

第 19/20 回 

第 19 回    
●個別研究報告⑩    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
     
第 20 回    
●個別研究報告⑪    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 19 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
   
第 20 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
★毎回 PC 持参 

第 21/22 回 

第 21 回    
●個別研究報告⑫    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
     
第 22 回    
●個別研究報告⑬    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 21 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
  
第 22 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 23/24 回 

第 23 回     
●個別研究報告⑭    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
      
第 24 回    
●個別研究報告⑮    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

第 23 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 24 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 25/26 回 第 25 回    第 25 回   



●個別研究報告⑯    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。  
     
第 26 回    
●個別研究報告⑰    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

○次回担当者は報告の準備を行う 
第 26 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 27/28 回 

第 27 回     
●卒論提出の準備①     
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 
      
第 28 回    
●卒論提出の準備①    
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 

第 27 回 
○卒論提出の準備 
第 28 回  
○卒論提出の準備 
★PC 持参 

第 29/30 回 

第 29 回    
●卒論報告会の準備    
 ・卒論報告会に向けて、クラス内での報告会を行
う。      
第 30 回     
●秋学期のまとめと授業アンケート 
●卒業に向けた振り返り 

第 29 回 
○報告会に向けた準備 
★PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
A15 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤勝洋 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 マネジメント専門演習を履修 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

各自のコース関連領域をテーマとした卒業研究を行う。ゼミ⽣同士の連携やコメント、議論
を図りながら、4 年間の集大成である卒業論文作成を行う。そのため、論文テーマ検証から
最終提出まで、計画的な卒論製作指導を行う必要がある。テーマは特に限定はしないがサー
ビスマーケティングの視点を活かしながら作成することになる。そのため、より一層の専門
的知識を学⽣は自ら積極的に得るようにして欲しい。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
組織経営の仕組みを理解できる 
≪レベル３≫組織経営の具体的なケースについて問題点を指摘し、改善策を提案できる。 
学習目標に従ってテーマを設定し、卒業論文としてまとめる。 
①卒業研究のテーマを設定し、研究計画に基づいた推進ができる。             
②資料や情報の収集力ならびに分析力の向上 
③4 年間学んだ専門知識を駆使してテーマに対する結論を導き出す 
③卒業論文を期日通りに仕上げる 
【ベンチマーク】この科目で重視するＫＵＩＳ学習ベンチマーク 
卒業論文の制作を通じて自律性を養う（自分自身の力で完成させる） 【自律性 レベル
★★★】 
卒業論文を完成させるために情報収集力や情報発見力を高める。  
        【情報収集力／発見力 レベル★★★】 
卒業論文の指導や中間発表、成果発表等を通じてプレゼンテーション能力、表現力を鍛える 
        【プレゼンテーション能力／表現力 レベル★★★】 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 特になし 

21.成績評価 

e ポートフォリオ：10％ 
中間発表：15％ 
計画書：10％ 
最終報告：15％ 
卒業論文評価：50％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水曜日お昼休み（尼崎キャンパス） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 01 回
（04/13） 

・履修確認 
・卒業研究の進め方ガイダンス 
・e-ポートフォリオ入力 

ＰＣ持参 

第 02 回
（04/20） 

・卒業論文執筆要領説明 
・書き方、まとめ方 過去の論文紹介 
・スケジュール説明 

ＰＣ持参 

第 03 回 ・論文テーマの検討と研究計画書の作成指導 ＰＣ持参 



（04/27） 
第 04 回
（05/11） 

・論文テーマの検討と研究計画書の作成指導 ＰＣ持参 

第 05 回
（05/18） 

・論文テーマの検討と研究計画書の作成指導 ＰＣ持参 

第 06 回
（05/25） ・卒業論文研究計画書の発表 

○研究計画書提出（WebClass） 
ＰＣ持参 

第 07 回
（06/01） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 08 回
（06/08） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 09 回
（06/15） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 10 回
（06/22） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 11 回
（06/29） 

・卒業論文執筆指導（プロット作成） 
 順番で研究テーマに沿ったプロットを作成し、それ
を発表する。発表物はＷｏｒｄで作成し、WebClass
にアップロードする。 

ＰＣ持参 

第 12 回
（07/06） 

・中間報告会準備 
 プロットに沿って、研究概要を PowerPoint にまと
める。 

ＰＣ持参 

第 13 回
（07/13） 

・中間報告会準備 
 プロットに沿って、研究概要を PowerPoint にまと
める。 

ＰＣ持参 

第 14 回
（07/20） 

・中間報告会準備 
 プロットに沿って、研究概要を PowerPoint にまと
める。 

ＰＣ持参 

第 15 回
（07/27） 

中間報告会 

○卒業論文研究計画書と中間報告プレゼンを
WebClass にアップロードする。 
○卒業論文研究計画書と中間報告プレゼンを
WebClass を e-ポートフォリオに投稿し、
今後の研究計画を記載する。 
PC 持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 田中綾子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年⽣以上 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
4 年間の大学での学修成果を、各自の問題意識に応じたテーマで論文の形にまとめ上げるこ
とを目的とする。必要に応じて、研究や論文作成のための指導を行うが、この科目は他の科
目以上に各自の自発性が期待される科目である。個人指導を中心としたクラス運営を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

●春学期     
 1．卒業論文のテーマについて仮説を⽴ててデータを収集し、ゼミメンバーで議論する。
    
 2．「南海トラフ地震対策」「コロナ格差」または「難⺠支援」をテーマに時事に関するデ
ィベートを行う。     
●秋学期    
 3．卒業論文を完成させる。     
 4．春学期の視察時に発見した課題に対し、提案書を作成する。 
【特に次の DP との関連が強い】 
（4）問題発見・解決力 
  組織や集団において情報の収集・分析を行い、問題を発見したり、解決へのアイデアを
提案したりできる。 
（6）専門的知識・技能の活用力 
  組織や集団の構成員として、マネジメントの知識・技能を、状況に応じて適切に活用す
ることができる。 

19.教科書・教材 
特に指定しない。卒論のテーマに応じて、学⽣ごとに文献を紹介する。  
また、必要に応じて教材を配布する予定である。 

20.参考文献  

21.成績評価 

議論への貢献度    20%  
視察報告書の内容   10％    
中間・最終報告会     20%     
卒業論文       40%     
課題解決提案内容   10% 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春学期 
第 1/2 回 

第 1 回    
●授業ガイダンス、卒論スケジュール確認  
 ・シラバスに基づいた授業のガイダンス 
 ・授業の進め方と卒論提出までのスケジュールを確
認する。     
第 2 回    
●研究計画の⽴案     
 ・卒業論文執筆要領の説明 

★毎回 PC 持参 



 ・テーマ、先行研究と目的、参考文献などを確認す
る。 

第 3/4 回 

第 3 回     
●研究①     
 ・研究方法、論文構成を作成する。   
     
第 4 回    
●研究②    
 ・仮説あるいは社会課題を 800 字でまとめる。 

 

第 5/6 回 

第 5 回    
●研究③    
 ・仮説、課題について、ゼミで議論する。  
 ・⽴証、提案に必要なデータをリストアップする。
     
  
第 6 回     
●研究④    
 ・⽴証、提案に必要なデータについて、ゼミで議論
する。 
●視察計画 
 ・現場視察計画案を作成し、各自仮テーマを設定す
る。 

卒業論文の目次案を作成する 

第 7/8 回 

第 7 回    
●研究⑤    
 ・研究計画を各自 5 分で発表する。  
      
第 8 回    
●視察計画②    
 ・視察スケジュールを確定する。 

ゼミメンバーの研究計画に良い点と改善点を
１つ以上コメントする。（web クラス） 

第 9/10 回 
第 9 回・第 10 回    
●現場視察①    
 ・視察計画書に基づき、視察を行う。 

報告書用の写真を２点以上撮影する（要現場
許可） 

第 11/12 回 
第 11 回・第 12 回   
●現場視察② 
 ・視察計画書に基づき、視察を行う。 

視察報告書を作成する 

第 13/14 回 
第 13 回・第 14 回    
●個別研究指導 

個別に卒論を書き進め、章ごとに web クラ
スにアップする。 

第 15 回 
秋学期 
第 16 回 

第 15 回   
●春学期のまとめと授業アンケート 
 ・卒論執筆の進捗状況の確認。  
     
     
     
  
秋学期     
第 16 回    
●卒論執筆の進捗状況の確認と秋学期のスケジュール
確認。  

○夏季休業中を含め、卒論執筆の推進。 



●前学期の振り返り、秋学期の目標設定を e-ポート
フォリオに入力する。 

第 17/18 回 
第 17 回・第 18 回   
●個別研究報告    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

担当者は報告の準備を行う 
 

第 19/20 回 
第 19 回・第 20 回    
●個別研究報告    
 ・担当学⽣による研究報告を行う。 

担当者は報告の準備を行う 

第 21/22 回 
第 21 回・第 22 回    
●視察を踏まえだ課題への提案と議論 

視察報告書を仕上げてくる。 
他者の報告にコメントする。（web クラス） 

第 23/24 回 

第 23 回・ 第 24 回    
●3-4 年合同ゼミ 
3 年⽣の卒論について、意見交換を行う。 
実施日程は調整します。 

 

第 25/26 回 第 25 回・第 26 回   
●個別研究指導 

第 25 回   
○次回担当者は報告の準備を行う 
第 26 回 
○次回担当者は報告の準備を行う 
★毎回 PC 持参 

第 27/28 回 
第 27 回・ 第 28 回   
●卒論提出の準備     
 ・論文を推敲し、提出期日までに提出する。 

卒論提出の準備 

第 29/30 回 

第 29 回    
●卒論報告会の準備    
 ・卒論報告会に向けて、ゼミ報告会を行う。 
     
第 30 回     
●秋学期のまとめと授業アンケート 
●卒業に向けた振り返り 

報告会に向けた準備 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M02 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 浮田泉 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】４年間にわたる大学での学習成果として、各自が関心のあるテーマで卒業論文を完
成させる（通年）ことが目的である。 
【概要】春学期は、論文作成の基礎となる文献研究と資料収集を中心となるが、授業では発
表・討論を通じて他の学⽣のテーマについても理解する。秋学期は論文作成が中心であり、
最終的に研究成果を発表する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

〇適切なテーマを設定し、テーマに関する文献・資料を収集できる。 
〇論文作成過程で、ゼミ内での討論や報告ができる。 
〇学びの集大成として、卒業論文を完成させることができる。 

19.教科書・教材 指定しない 
20.参考文献 指定しない 

21.成績評価 

e-ポートフォリオの作成状況 ：  １０％ 
課題 ： ２０％ 
研究計画書（5 月 30 日提出期限）：１０％ 
中間報告会・最終報告会（日程別途指示）：１０％ 
卒業論文（提出期限別途指示） ： ５０％ 
※研究計画書の提出、中間報告会、報告会での報告が、単位認定の前提となります。 

22.コメント 
① 授業時間外の学習・指導も必要になる。 
② 自主的な学習・研究を求める。 

23.オフィスアワー 

（春学期）研究室オフィスアワー：⽕曜日 3 限 
     学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 3 限 
（秋学期）研究室オフィスアワー：月曜日 2 限 
     学修支援センターオフィスアワー（センタープログラム）：水曜日 2 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回・第
2 回 
（4/13・
4/20） 

ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
 研究計画（１） 
・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 

○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
◆パソコン◆ 
○テーマを見直す。（180 分） 

第 3 回・第
4 回 
（4/27・
5/11） 

研究計画（２） 
・論文の目的、概要を整理する。 
 研究計画（３） 
・資料、参考文献リストを作成する。 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。
（180 分） 
○資料、参考文献リストを完成させる。
（180 分） 

第 5 回・第
6 回 

 中間発表（１） 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 



（5/18・
5/25） 

 中間発表（２） 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 

第 7 回・第
8 回 
（6/1・
6/8） 

 論文構成の検討 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
 研究計画書の作成 
・資料、参考文献を再検討する。 

○研究を進める。（180 分） 
★研究計画書を提出する。研究計画書提出期
限（5 月 30 日（土）） 
○研究を進める。（180 分） 

第 9 回・第
10 回 
（6/15・
6/22） 

個別研究報告（１） 
個別研究報告（２） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 11 回・第
12 回 
（6/29・
7/6） 

個別研究報告（３） 
個別研究報告（４） 

○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 13 回・第
14 回 
（7/13・
7/20） 

報告会準備 
中間報告会（１） 
・合同で中間報告会を実施する。 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
○研究を進める。（180 分） 
○研究を進める。（180 分） 

第 15 回・第
16 回 
（7/27・
9/27） 

中間報告会（２） 
・合同で中間報告会を実施する。 
・春学期の振り返り 
ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論執筆要領 
・前学期の振り返り、秋学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・今後のスケジュール、卒論執筆要領を確認する。 
 

★（テーマ変更の場合）研究計画書変更届提
出(提出期限 7 月 31 日（金）) 
○冬期休暇中に、5,000 字以上を執筆する。
（1440 分） 
【春学期】 
◆パソコン◆ 
★論文提出（5000 字以上） 
○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 17 回・第
18 回 
（10/4・
10/11） 

中間研究報告（１） 
中間研究報告（２） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 19 回・第
20 回 
（10/18・
10/25） 

中間研究報告（３） 
中間研究報告（４） 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 21 回・第
22 回 
（11/1・
11/8） 

個別研究報告（５） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（６） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（300 分） 
○研究を進める。（300 分） 

第 23 回・第
24 回 
（11/15・
11/22） 

個別研究報告（７） 
・章ごとに報告する。 
個別研究報告（８） 
・章ごとに報告する。 

○研究を進める。（600 分） 
○研究を進める。（600 分） 

第 25 回・第
26 回 
（11/29・

論文要旨 
・論文の要旨をまとめる。 
原稿修正 

○研究を進める。（600 分） 
★原稿提出 
○原稿を修正する。（300 分） 



12/6） 
第 27 回・第
28 回 
（12/13・
12/20） 

卒論提出 
報告会準備 

○原稿を修正する。（300 分） 
★卒論提出期間内に提出する 
○卒論報告会資料を作成する。（240 分） 

第 29 回・第
30 回 
（1/10・
1/17） 

ゼミ内卒論報告会 
最終報告会 

○卒論報告会資料を修正する。（120 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 肖威 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
 知識の統合と卒業論文の作成 
【授業概要】 
 これまでの専門科目やゼミでの学修、インターンシップなどオフキャンパスの実践学修に
基づき、各自の興味・関心を持つテーマに関し、骨子となるべき文献・著作についての更な
る考察と分析を行い、必要に応じてフィールド調査やアンケート調査などを実施し、さまざ
まの学習の集大成として卒論の作成を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力、（6）専門的知
識・技能の活用力、の学修に関連している。 
具体的には、様々な知識の統合を図り、業界や企業あるいは地域社会の組織経営の具体的ケ
ースについて状況分析し、問題点を指摘し、改善策を提案できる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

・e-ポートフォリオ 10% 
・研究計画書 20％ 
・中間発表 10％ 
・期末発表 10％ 
・卒業論文 50% 
  
 

22.コメント 
通算授業回数 30 回です。 
春学期は 1 回目から 15 回目の内容で進みます。 

23.オフィスアワー 

春学期： 
水曜日昼休み センターオフィスアワー 
水曜日３限 研究室オフィスアワー 
秋学期：  
木曜日昼休み センターオフィスアワー 
木曜日 3 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 

ガイダンス、ｅポートフォリオ、卒論スケジュール 
・前学期の振り返り、春学期の目標設定をｅポートフ
ォリオに入力する。 
・授業の進め方、卒論提出までのスケジュールを確認
する。 
 

 
○ベンチマークチェックを行い、e ポートフ
ォリオに入力する。（60 分） 
○テーマを見直す。（180 分） 
 

2 研究計画（１） ○テーマを見直す。（180 分） 



・卒論執筆要領を説明する。 
・テーマのねらい、研究方法を検討する。 
 

 

3 
論文の書式 
・論文の書式について学ぶ。 
 

○研究を進める。（180 分） 

4 

研究計画（2） 
・論文の目的、概要を整理する。 
・資料、参考文献リストを作成する。 
 

○目的、概要を 1,000 字程度にまとめる。
（180 分） 
○資料、参考文献リストを完成させる。
（180 分） 
 

5 
中間発表（１） 
・テーマ、研究方法、資料等について報告する。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

6 
中間発表（２） 
・ テーマ、研究方法、資料等について報告する。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

7 
論文構成の検討（１） 
・研究計画書（目的・研究方法）を見直す。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

8 
論文構成の検討（２） 
・資料、参考文献を再検討する。 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

9 
研究計画書の作成（１） 
・研究計画書を修正する。 
 

○研究を進める。（180 分） 

10 
個別指導 
 

○研究を進める。（180 分） 
 

11 個別指導 ○研究を進める。（180 分） 
 

12 個別指導 ○研究を進める。（180 分） 
 

13 
中間報告会準備 
 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
 

14 
中間報告会準備 
 

○中間報告会資料を作成する。（300 分） 
 

15 
中間発表（３） 
・現状、研究スケジュールを報告する。 
 

○研究を進める。（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 谷花佳介 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

大学での学修活動の集大成となる卒業論文作成の指導を行います。演習は以下の方式で行わ
れます。 
・受講⽣は各自が選択したテーマに則り、資料を収集・読解あるいは実地調査を行い、研究
ノートとしてまとめていきます。 
・作成したノートをもとに内容をまとめ、演習で発表する。 
・発表について教員は講評、アドバイスを行い、見直すべき点や取り組むべき課題を発見す
る。 
以上のサイクルを繰り返すことで、卒業論文を完成させます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学習目標】 
組織経営の仕組みを理解できる 
≪レベル３≫組織経営の具体的なケースについて問題点を指摘し、改善策を提案できる。 
学習目標に従ってテーマを設定し、卒業論文としてまとめる。 
①卒業研究のテーマを設定し、研究計画に基づいた推進ができる。            
②資料や情報の収集力ならびに分析力の向上 
③4 年間学んだ専門知識を駆使してテーマに対する結論を導き出す 
③卒業論文を期日通りに仕上げる 
【ベンチマーク】この科目で重視するＫＵＩＳ学習ベンチマーク 
卒業論文の制作を通じて自律性を養う（自分自身の力で完成させる） 【自律性 レベル
★★★】 
卒業論文を完成させるために情報収集力や情報発見力を高める。  
        【情報収集力／発見力 レベル★★★】 
卒業論文の指導や中間発表、成果発表等を通じてプレゼンテーション能力、表現力を鍛える 
        【プレゼンテーション能力／表現力 レベル★★★】 

19.教科書・教材 教員が指定することもあるが、基本的に受講⽣が選択した文献。 
20.参考文献  
21.成績評価 卒業論文 50% 研究ノート 30% 研究発表 20% 
22.コメント 卒業研究のスケジュールを意識し、主体的な学習態度で取り組んでほしい。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1,2 回 卒業研究についての再確認、研究計画指導  
第 3,4 回 研究計画指導 作成した研究計画書・研究ノート 
第 5,6 回 研究計画指導 作成した研究計画書・研究ノート 
第 7,8 回 研究計画指導 作成した研究計画書・研究ノート 

第 9,10 回 研究内容報告・指導 ここまで取り組んだ研究成果を解説したレジ
ュメ 

第 11,12 回 研究内容報告・指導 ここまで取り組んだ研究成果を解説したレジ
ュメ 



第 13,14 回 中間報告プレゼン・指導 
これまで取り組んで明らかになった事項、取
り組むべき課題についてまとめたパワーポイ
ント資料 

第 15,16 回 
中間報告プレゼン・指導、研究の進捗状況確認、スケ
ジュールの再確認 

これまで取り組んで明らかになった事項、取
り組むべき課題についてまとめたパワーポイ
ント資料 

第 17,18 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 
第 19,20 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 

第 21,22 回 中間報告プレゼン・指導 
ここまで取り組んだ研究成果を解説したレジ
ュメ 

第 23,24 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 
第 13 回 論文指導執筆、研究指導 ここまで執筆した論文原稿・研究ノート 

第 27,28 回 論文指導執筆、研究指導 
研究成果を解説したレジュメおよびパワーポ
イント資料 

第 29,30 回 研究成果プレゼン・指導、卒業論文最終チェック 研究成果を解説したレジュメおよびパワーポ
イント資料 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 卒業論文の作成を通して、自律的・計画的に学ぶ態度と研究スキルを身につける
ことを 
    目指します。 
【概要】? 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
     ? 研究するにふさわしいテーマや研究方法を設定する。 
     ? 完成までの研究計画を⽴て、スケジュールに従って研究を進める。 
     ? 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論⽴てに活用する。 
     ? 卒業論文を完成させ、それに基づき発表を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(4)問題発見・解決力、の学修に関連
しています 
本科目の学習目標は次のとおりです 
○ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることができる 
○ 計画に沿って自律的に研究を進めることができる 
○ 学術論文を作成するための基本的な作法を会得する 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適時配付します 

21.成績評価 

○ 卒業研究への取組               50％ 
   ・卒業題目届（6 月末に間に合わせる）              10％  
   ・研究計画書（7 月 6 日に間に合わせる）            20％ 
   ・成果発表（12・1 月）             20％   
? 卒業論文              50％ 
   ・卒業論文                                          40％ 
   ・要旨 

22.コメント 
?  卒業論文のゼミ内提出締切は 2020 年 12 月 1 日（第 25 回）とします。計画的に研究を
進めましょう。 
?  毎回、ノートパソコン・各自の卒論資料を持参してください。 

23.オフィスアワー 
春学期 センターオフィスアワー ⽕ 4 研究室オフィスアワー 月 4 
秋学期 センターオフィスアワー 月 4 研究室オフィスアワー 月 3 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回   
4/13 
第２回   
4/20 

○ 春学期オリエンテーション（本授業の進め方、評
価方法等に 
       ついて） 
○ 卒業研究ガイダンス（第 2 回：ゼミ毎に実施） 
 

持参するもの（毎回） 
○ノートＰＣ 
○各自の卒論資料、 
 

第３回    
4/27 

○ 研究テーマの確定と発表① 
○ 研究テーマの確定と発表② 

 



第４回    
5/11 
第５回     
5/18 
第６回     
5/25 

? 仮アウトラインの作成①②  

第７回     
6/1 
第８回     
6/8 

○ 関連文献の調査と収集①②  

第   ９回     
6/15 
第１０回    
6/22 

○ 文献の読解と整理①②  

第１１回     
6/29 
第１２回     
7/  6 

○ 卒業研究題目届の作成・提出・・・提出締切：6
月 30 日(木) 
○ 卒業研究計画書の作成・提出・・・提出締切：7
月  6 日(水) 

提出物：卒業論文題目届および卒業研究計画
書 

第１３回     
7/13 
第１４回     
7/20 

○ 春学期中間報告と討議①②  

第１５回     
7/27 
第１６回     
9/28 

○ 中間報告と討議③ 
○ 秋学期オリエンテーション （第 16 回）  

第１７回     
10/  5 
第１８回     
10/12 

○最終アウトラインの作成①②  

第１９回     
10/19 
第２０回     
10/26 

○論文執筆と個別相談①② 
     ※ 「卒業論文題目変更届」の提出締
切・・・・・・10 月 31 日(月) 
     ※「授業時間内での質問紙調査等の実施期
限」・・ 10 月 31 日(月) 

提出物：卒業論文題目変更届および卒業研究
計画書（該当者のみ） 

第２１回     
11/2 
第２２回     
11/9 

○論文執筆と個別相談③④  

第２３回     
11/16 
第２４回     
11/30 

○論文執筆と個別相談⑤⑥ 
 

 

第２５回     
12/  7 
第２６回     
12/14 

○卒業論文の・仮提出の締め切り（第 25 回・厳守） 
              ※11 月より順次提出
開始 
○卒業論文の検討 

提出物：卒業論文（本体） 



第２７回    
12/21 
第２８回    
1  /11 

○卒業研究プレゼン資料の作成（第 27 回 12/21） 
○卒業研究ゼミ内発表会①（第 28 回 1/11） 
  ※「卒業論文」提出期間   
           1 月 6 日(金)〜1 月 13 日(金)   17：00 
                    提出先：学⽣サービス室 
 

提出物：卒業論文（本体＋要旨の完成版） 

第２９回    
1/18 
第３０回    
1/25 

○卒業論研究ゼミ内発表会②（第 29 回） 
○卒業研究発表会（第 30 回 1 月 25 日(水)  第３限
目 
                ３年４年ゼミ合
同） 
 ＊2021 年９月卒業予定の学⽣  
   「卒業論文」提出期間  2022 年７月 21 日(水) 
〜 28 日(水)  17 ｹ 00 
                                                    
提出先：  学⽣サービス室 

提出物：発表用資料（パワポ）と振り返りレ
ポート（e ポートフォリオ） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 松井幸太 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

専門演習Ⅲ・Ⅳにて行った研究テーマを基盤として、それをより幅広くかつ深く追求するこ
とがこの卒業研究の目的である。したがって各自のテーマ設定の確認の後、個別のテーマに
沿った研究の進行とまとめを指導していく。また，絶えず進行経過の報告を求めると共に、
情報の収集や結果の整理、報告書作成の技術などについても随時指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

科学的手法に基づいた心理学的視点を踏まえた卒業研究を執筆できる。 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 必要に応じて資料を配布する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・中間報告書（秋学期中盤）：10% 
・後半発表（秋学期発表）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」（卒業研究ルーブリック評価）および「卒業論文要旨」：50％ 

22.コメント 4 年間の集大成として納得のいく取り組みを期待しています。 
23.オフィスアワー 金曜日昼休み（研究室） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

研究テーマの確認・研究計画書の作成 
進捗状況の確認と研究計画書を作成する。 
卒業研究ガイダンス（合同） 

○専門演習Ⅳで収集した資料をまとめる。 

第 3 回 
第 4 回 

先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 5 回 
第 6 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 7 回 
第 8 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 9 回 
第 10 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 11 回 研究の実施と報告 ○研究結果データの処理とまとめを行う。 



第 12 回 計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○先行研究、資料をまとめる。 

第 13 回 
第 14 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 15 回 
第 16 回 

・前半（春学期）発表 
これまでの研究をまとめ、中間発表会（合同）をおこ
なう。 
発表会を受け、必要な修正を行う。 

○これまでの研究成果をまとめて資料を作成
する。 

第 17 回 
第 18 回 

研究の実施と報告 
中間発表による課題を解決する。 
研究経過を報告する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 19 回 
第 20 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 21 回 
第 22 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 23 回 
第 24 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 ○計画にしたがって論文を作成する。 

第 25 回 
第 26 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
＊第 27 回卒業論文提出 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 27 回 
第 28 回 

卒業論文提出 
ゼミ内発表会 

○研究の概要を資料にまとめる。 
○ｅｰポートフォリオへ記入する。 

第 29 回 
第 30 回 

ゼミ内発表会 
卒業研究発表会（全ゼミ合同） 

○プレゼンテーションルーブリックを参考に
プレゼンの練習を行う。 
○ｅｰポートフォリオへ振り返りを記入す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M07 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 卒業論文の作成を通して、自律的・計画的に学ぶ態度と研究スキルを身につける
ことを 
    目指します。 
【概要】? 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
     ? 研究するにふさわしいテーマや研究方法を設定する。 
     ? 完成までの研究計画を⽴て、スケジュールに従って研究を進める。 
     ? 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論⽴てに活用する。 
     ? 卒業論文を完成させ、それに基づき発表を行う。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性、(4)問題発見・解決力、の学修に関連
しています 
本科目の学習目標は次のとおりです 
○ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることができる 
○ 計画に沿って自律的に研究を進めることができる 
○ 学術論文を作成するための基本的な作法を会得する 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適時配付します 

21.成績評価 

○ 卒業研究への取組               50％ 
   ・卒業研究計画書（  7 月）                                10％  
   ・中間発表会  （  7 月）                        15％ 
   ・成果発表（12・1 月）              15％   
           ・卒業論文作成後の振り返り(e ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵへ記載)  10％ 
? 卒業論文              50％ 
   ・卒業論文 

22.コメント 
?  卒業論文のゼミ内提出締切は 2020 年 12 月 1 日（第 25 回）とします。計画的に研究を
進めましょう。 
?  毎回、ノートパソコン・各自の卒論資料を持参してください。 

23.オフィスアワー 

＊センタープログラム： 警察官・消防官志望者へのアドバイス 
                                              （春学期：⽕曜４限、秋学期：月曜４限 
神⼾山手学修支援ｺｰﾅｰ） 
                        〜Zoom 参加可・事前連絡が必要で
す。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回   
4/13 
第２回   
4/20 

○ 春学期オリエンテーション（本授業の進め方、評
価方法等に 
       ついて） 
○ 卒業研究ガイダンス（第 2 回：ゼミ毎に実施） 

持参するもの（毎回） 
○ノートＰＣ 
○各自の卒論資料、 
 



 
第３回    
4/27 
第４回    
5/11 

○ 研究テーマの確定と発表① 
○ 研究テーマの確定と発表②  

第５回     
5/18 
第６回     
5/25 

? 仮アウトラインの作成①②  

第７回     
6/1 
第８回     
6/8 

○ 関連文献の調査と収集①②  

第   ９回     
6/15 
第１０回    
6/22 

○ 文献の読解と整理①②  

第１１回     
6/29 
第１２回     
7/  6 

○ 卒業研究題目届の作成・提出・・・提出締切：6
月 30 日(木) 
○ 卒業研究計画書の作成・提出・・・提出締切：7
月  6 日(水) 

提出物：卒業論文題目届および卒業研究計画
書 

第１３回     
7/13 
第１４回     
7/20 

○ 春学期中間発表と討議①②  

第１５回     
7/27 
第１６回     
9/28 

○ 中間発表会と討議③ 
○ 秋学期オリエンテーション （第 16 回）  

第１７回     
10/  5 
第１８回     
10/12 

○最終アウトラインの作成①②  

第１９回     
10/19 
第２０回     
10/26 

○論文執筆と個別相談①② 
     ※ 「卒業論文題目変更届」の提出締
切・・・・・・10 月 31 日(月) 
     ※「授業時間内での質問紙調査等の実施期
限」・・ 10 月 31 日(月) 

提出物：卒業論文題目変更届および卒業研究
計画書（該当者のみ） 

第２１回     
11/2 
第２２回     
11/9 

○論文執筆と個別相談③④  

第２３回     
11/16 
第２４回     
11/30 

○論文執筆と個別相談⑤⑥ 
 

 

第２５回     ○卒業論文の・仮提出の締め切り（第 25 回・厳守） 提出物：卒業論文（本体） 



12/  7 
第２６回     
12/14 

              ※11 月より順次提出
開始 
○卒業論文の検討 

第２７回    
12/21 
第２８回    
1  /11 

○卒業研究プレゼン資料の作成（第 27 回 12/21） 
○卒業研究ゼミ内発表会①（第 28 回 1/11） 
  ※「卒業論文」提出期間   
           1 月 6 日(金)〜1 月 13 日(金)   17：00 
                    提出先：学⽣サービス室 
 

提出物：卒業論文（本体＋要旨の完成版） 

第２９回    
1/18 
第３０回    
1/25 

○卒業論研究ゼミ内発表会②（第 29 回） 
○卒業研究発表会（第 30 回 1 月 25 日(水)  第３限
目 
                ３年４年ゼミ合
同） 
 ＊2021 年９月卒業予定の学⽣  
   「卒業論文」提出期間  2022 年７月 21 日(水) 
〜 28 日(水)  17 ｹ 00 
                                                    
提出先：  学⽣サービス室 

提出物：発表用資料（パワポ）と振り返りレ
ポート（e ポートフォリオ） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M09 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 遠藤俊子 

5.授業科目の区分 
看護分野の実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 ４年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規定参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。 
学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、国際看護分野、助産看護学選択分
野、あるいは公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分
野は 8 実践看護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、
学⽣は 1 領域を選択する。 
本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問について
研究手法を用いて解決を 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜参考資料を紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組み状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより、担当教
員が卒業論文ルーブリックにより成績評価する。 
 

22.コメント 
指導教員の先⽣やゼミ仲間と協働して行うことが必要です。積極的かつ計画的に取り組んで
いきましょう。 

23.オフィスアワー 月曜日 2 時限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１） 選択分野は希望調査に基づき決定する。 
２） 担当教員は選択分野内で 4 月上旬頃に発表す
る。 
３） 研究は個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
４） 研究は担当教員の指導のもとに行う。 
５） 研究は研究課題に応じて担当教員と相談の上、
計画的に行う。 
６） 人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業の手引き
【別添２】）』を作成し担当教員へ提出する。 
７） 倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデ

【最終提出物】 
卒業論文一部 



ント発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応す
る。卒業研究の手引き【 

   

 
 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M11 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 高見沢恵美子 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必須 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけること。 
【概要】  
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看
護学選択（基礎、急性、慢性･がん、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、学⽣は
１領域を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント 
実習等これまでの学修で疑問に思ったことや興味を持ったことについて、文献を調べ研究的
に探究していきましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き

【最終提出物】 
研究論文１部 



【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M13 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 蛭子真澄 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
専門科目 

6.必修・ 
選択の区分 必須 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、学⽣は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ること 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本学の DP(1) 自律的で主体的な態度（自律性）、(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる
能力（多様性理解）、(4) 問題発見・解決力、(5) コミュニケーションスキル、（6）専門的知
識・技術の活用力 
に対応しています。 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き

【最終提出物】 
研究論文１部 



【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M14 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中島登美子 

5.授業科目の区分 

統合看護 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必須 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、学⽣は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ること 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP4 問題発見・解決力 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 

【最終提出物】 
研究論文１部 



7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M18 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 齋藤益子 

5.授業科目の区分 
看護分野の実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 卒業研究登録許可者 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的: 
 看護の課題に研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に
必要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。 
概要: 
 学⽣はこれまでに学んできた看護実践のなかから、自分の最も関心のあるテーマを選択
し、その課題を探求していく一連の研究プロセスを学ぶ。 
 特に本講座では、助産学、性と⽣殖に関連する様々な研究課題を通して、自分の課題を深
く追求し、研究疑問を解決するための研究方法を知り、可能な限り実践する。 
また、学術集会への参加やゼミを通して、研究者としての探求心や自己研鑽する 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1.これまでの看護学の学びのなかから、自分の関心のあるテーマをみいだすことができる。 
2.研究テーマの持つ研究疑問を明確にすることができる。 
3.研究疑問を解決するための研究計画をたてることができる。 
4.計画に基づいて実施できる。また実施の可能性がないときは計画の修正ができる。 
5.卒業論文としてまとめることができる。 
6.研究の一連のプロセスを理解できる。 

19.教科書・教材 看護研究 医学書院 
20.参考文献 学⽣の研究の進度に応じて適宜紹介する。 
21.成績評価 評価基準にしたがって評価する。卒業論文ルーブリックにより成績評価する。 

22.コメント 
研究は知的好奇心をくすぶる活動です。 
自分のテーマに沿って学びを、深めることは大変楽しい時間です。 
楽しみながら、研究の基礎的能力を身につけましょう。 

23.オフィスアワー ⽕曜日 2 限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
1-4 回 
⽕曜日の 4
限目 
または、水
曜日の 2 限
目 

 
1-4 回まではゼミとして一緒にすすめるが、その後原
則として週 1 回の予定で進める。学⽣の進度に応じ
て個別にすすめることもある。 

 

   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M20 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 伊藤尚子 

5.授業科目の区分 
看護分野の実務経験 
のある教員による授 
業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 4 年⽣ 

10.取得資格の要件 保健師、助産師、看護師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
演習  
 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。 
学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、国際看護分野、助産看護学選択分
野、あるいは公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分
野は８実践看護学選択 
（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、学⽣は１領域を選択す
る。 
本科目では、研究を知ること、及び看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問について研
究手法を用いて解決するこ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. 看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てる。 
2. 研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
3. 卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材 看護研究方法 教科書 
坂下玲子他 （2020 看護学講座別巻 看護研究 （第１版 第８刷）、 医学書院 

20.参考文献 適宜参考資料を紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組み状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより、担当教
員が卒業論文ルーブリック 2 より成績評価する。 

22.コメント ”論文”を書き上げます。まずは「レポートの書き方」「論文の書き方」についての本に目を
通しておいてください。 

23.オフィスアワー 
水曜日昼休み＠研究室 
木曜日昼休み＠メディアライブラリー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１．リサーチクエスチョンとブレインストーミング 
２．文献検討 
３．研究テーマの決定（仮） 
４．「はじめに」 
５．倫理審査について 
６．「研究計画書」 
７．データ収集 
８．データ分析 
９．「結果」・「考察」・「結論」 
10．論文執筆 
ゼミおよび個人面談を併用して進めます。 
 

卒業論文を 1 部提出 
※定期的に、指導教員のアドバイスを受け、
進捗状況を報告すること。 
※卒業論文の手引きの内容を理解し、遵守す
ること。 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M21 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 櫻井信人 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につける。 
【概要】    
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は 8 実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、学⽣は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図るこ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性、（6）専門的知識・技能の
活用力の学修に関連しています。 
【卒業研究の学修目標】 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント

研究論文１部 



発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M23 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 原本久美子 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 
10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 卒業研究登録許可者(履修規定参照) 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必要
な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は 8 実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、学⽣は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることを 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP1 自律的で主体的な態度 
DP2  問題発見・解決能力 
DP3  専門的知識・技術の活用力 
１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 必要時、適宜、参考資料を紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文等により担当教員
が卒業論文ルーブリックにより評価する。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
⽕曜日 9:30〜10:30(メディア・ライブラリー) 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１）担当分野は、希望調査に基づき決定する。 
２）担当教員は４選択分野内で決定し 4 月上旬に発
表する。 
３）研究は、個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
４）研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
５）研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて
計画的に行う。 
６）人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書(卒業研究の手
引き【別添２】)』を作成し担当教員に提出する。 
７）倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデン
ト発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。

【最終提出物】研究論文 1 部 
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1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M24 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 谷口由佳 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部⽣が対象 9.履修学年 4 年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師 11.先修条件 卒業研究登録許可者（履修規定参照） 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることを目的とする。 
【概要】 
 具体的には、看護に関わる学習過程の中で芽⽣えた疑問から研究テーマを導き、研究手法
を用いて解決を図る、一連の研究プロセスを学ぶ。 
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお、実践看護学分野は 9 実践看護
学（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅、国際）で構成さ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（6）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連する。 
本科目の学習目標は次のとおりである。 
１．看護の学習の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．論文の基本的構造に従って卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材 『看護研究』坂下玲子他著，医学書院（2020） 
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文をもとに卒業論文
ルーブリックにより評価する。 

22.コメント 
自分が大切にしていた看護観は、研究のなかに必ずあらわれます。それを明らかにしていく
楽しさを体感しつつ、今後の自身の看護につなげていってほしいと思います。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー：水曜日 1 限（図書館） 
研究室オフィスアワー：水曜日お昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１）選択分野は希望調査に基づき決定する。 
２）担当教員は選択分野内で 4 月上旬頃に発表す
る。 
３）研究は個人研究とし、グループ研究は認めない。 
４）研究は担当教員の指導のもとに行う。 
５）研究は研究課題に応じて担当教員と相談の上、計
画的に行う。 
６）人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業の手引き
【別添２】）』を作成し担当教員へ提出する。 
７）倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデン

 



ト発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。
卒業研究の手引き【別添１】参照。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M27 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 溝畑剣城 

5.授業科目の区分 
看護分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部⽣ 9.履修学年 ４年⽣ 
10.取得資格の要件 看護師・保健師・助産師 11.先修条件 卒業研究登録許可者（履修要綱参照） 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必要
な基礎的能力を身につけることを目的とする。具体的には、看護に関わる学習過程の中で芽
⽣えた疑問から研究テーマを導き、研究手法を用いて解決を図る、一連の研究プロセスを学
ぶ。 
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお、実践看護学分野は 9 実践看護
学（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅、国際）で構成され、学⽣は 1 領域
を選択する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力
（6）専門的知識・技能の活用力、の学修に関連する。 
本科目の学習目標は次のとおりである。 
１．看護の学習の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．論文の基本的構造に従って卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材 『看護研究』坂下玲子他著，医学書院（2020） 
20.参考文献 授業中に適宜紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従い、ゼミでの取り組み状況、卒業研究計画書、卒業論文をもとに、卒業論文ル
ーブリックにより評価する。 

22.コメント 自らの研究テーマに基づき、主体的な姿勢で取り組むこと。 

23.オフィスアワー 
センターオフィスアワー（水）1 限【図書館ラーニングコモンズ】 
研究室オフィスアワー（水）昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

１） 選択分野は希望調査に基づき決定する。 
２） 担当教員は選択分野内で 4 月上旬頃に発表す
る。 
３） 研究は個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
４） 研究は担当教員の指導のもとに行う。 
５） 研究は研究課題に応じて担当教員と相談の上、
計画的に行う。 
６） 人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業の手引き
【別添２】）』を作成し担当教員へ提出する。 
７） 倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデ
ント発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応す

 



る。卒業研究の手引き【 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M29 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 本田真也 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることを目的とする。    
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産学選択分野、あるいは公衆
衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお、実践看護学選択分野は 9 実践看護
学（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅、国際）で構成され、学⽣は 1 領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ることを 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性、(4)問題発見・解決力の学
修に関連しています。 
1. 看護の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることができる。 
2． 研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
3． 論文の基本的構造に従って卒業論文としてまとめることができる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する。 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 

22.コメント  
23.オフィスアワー 水曜日昼休み＠図書館・⽕曜日昼休み＠研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1） 選択分野の決定は統合看護実習の希望調査に基
づき調整を行う。 
2） 担当教員は選択分野内で決定する。 
3） 研究は個人研究とし、グループ研究は認めな
い。 
4） 研究は担当教員の指導のもとに行う。 
5） 研究は、研究課題に応じて担当教員と相談の
上、計画的にすすめる。 
6） 人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、
『卒業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手
引き【資料 4】）』を用いて担当教員に提出する。 
7） 倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデ
ント発⽣時は担当教員に速やかに報告し、対応する（ 

【最終提出物】 
卒業論文１部 

   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
M35 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 ⻄村美登里 

5.授業科目の区分 統合看護 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 保健医療学部看護学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 看護師、助産師、保健師 11.先修条件 
卒業研究登録許可者 
（履修規程参照） 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必
要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。    
 学⽣が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは
公衆衛⽣看護学選択分野において履修する科目である。なお実践看護学選択分野は 8 実践看
護学選択（基礎、急性、慢性、精神、小児、⺟性、⽼年、在宅）で構成され、学⽣は１領域
を選択する。 
 本科目では、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽⽣えた疑問につい
て研究手法を用いて解決を図ること 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．看護の学修の中からの疑問に基づき、研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることがで
きる。 
２．研究を通して一連の研究プロセスを知ることができる。 
３．卒業論文としてまとめることができる。 
 

19.教科書・教材  
20.参考文献 適宜、参考資料を紹介する 

21.成績評価 
評価基準に従って、ゼミでの取り組みの状況、卒業研究計画書、卒業論文などにより担当教
員が卒業論文ルーブリックにより評価する。 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー （⻄村）センターオフィスアワー水曜日昼休み、研究室オフィスアワー水曜 1 限時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

1)選択分野は、希望調査に基づき決定する。 
2)担当教員は、選択分野内で決定し 4 月上旬に発表す
る。 
3)研究は、個人研究とし、グループ研究は認めない。 
4)研究は、担当教員の指導のもとに行う。 
5)研究は、担当教員と相談の上、研究課題に応じて計
画的に行う。 
6)人を対象とする研究を⽴案し実施する場合は、『卒
業研究倫理的配慮に関する申告書（卒業研究の手引き
【別添 2】）』を作成し担当教員に提出する。 
7)倫理的配慮に関連したインシデント・アクシデント
発⽣時は、担当教員に速やかに報告し、対応する。卒
業研究の手引 

研究論文１部 

   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
MH1 

2.科目名 卒業研究 （春） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】４年間の学修の集大成である「卒業論文」の作成を通して、自律的・計画的に学ぶ
態度と研究スキルを身につける。 
【概要】 
① 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
② 完成までの研究計画を⽴て、スケジュールに従って研究を進める。 
③ 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論⽴てに活用する。 
④ 卒業論文を完成させ、それに基づき口頭発表を行う。   
   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることができる。 
・ 計画に沿って、自律的に研究を進めることができる。 
・ 学術論文を作成するための基本的な作法を修得する。 
 

19.教科書・教材 
なし 
必要に応じて適宜提示する。 

20.参考文献 なし 
必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 卒業論文 ６０％ 
取組状況 ４０％ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【01】 オリエンテーション 
【02】 「問題」部分検討  

 【03】 卒業研究合同ガイダンス 
【04】  方法検討・調査等 

 

 
【05】 方法検討・調査等 
【06】 方法検討・調査等 

 

 
【07】 方法検討・調査等 
【08】 調査等 
 

 

 
【09】 調査等  
【10】 調査等 
 

 

 【11】 調査等   
【12】 調査等 

 



 
【13】 調査等  
【14】 調査等 

 

 
【15】 調査等 
――――― 秋学期 ――――― 
【16】 調査等 

【15】中間レポート提出 
（卒業研究（問題・方法）完成版） 

 
【17】 調査等 
【18】 調査等  

 
【19】 調査等、分析・考察 
【20】 調査等、分析・考察  

 
【21】 分析・考察 
【22】 分析・考察 
 

 

 【23】 分析・考察 
【24】 分析・考察 

 

 
【25】 分析・考察 
【26】 要旨・文献整理・校正 
 

 

2018.12.19 
2019.01.09 

【27】 卒業研究提出（担当教員あて） 
【28】 卒業研究ゼミ内発表会① 

 

2019.01.16 
         
01.23 

【29】 卒業研究ゼミ内発表会② 
【30】 合同卒業研究発表会 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y01 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】４年間の学修の集大成である「卒業論文」の作成を通して、自律的・計画的に学ぶ
態度と研究スキルを身につける。 
【概要】 
① 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
② 完成までの研究計画を⽴て、スケジュールに従って研究を進める。 
③ 先行研究を収集し、それらを整理した上で自らの論⽴てに活用する。 
④ 卒業論文を完成させ、それに基づき口頭発表を行う。   
   
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

・ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることができる。 
・ 計画に沿って、自律的に研究を進めることができる。 
・ 学術論文を作成するための基本的な作法を修得する。 
 

19.教科書・教材 
なし 
必要に応じて適宜提示する。 

20.参考文献 なし 
必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 卒業論文 ６０％ 
取組状況 ４０％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 【01】 オリエンテーション 
【02】 「問題」部分検討 

 

 
【03】 卒業研究合同ガイダンス 
【04】  方法検討・調査等 

 

 
【05】 方法検討・調査等 
【06】 方法検討・調査等  

 
【07】 方法検討・調査等 
【08】 調査等 
 

 

 
【09】 調査等  
【10】 調査等 
 

 

 
【11】 調査等   
【12】 調査等 

 

 【13】 調査等   



【14】 調査等 

 
【15】 調査等 
――――― 秋学期 ――――― 
【16】 調査等 

【15】中間レポート提出 
（卒業研究（問題・方法）完成版） 

 【17】 調査等 
【18】 調査等 

 

 
【19】 調査等、分析・考察 
【20】 調査等、分析・考察 

 

 
【21】 分析・考察 
【22】 分析・考察 
 

 

 
【23】 分析・考察 
【24】 分析・考察 

 

 
【25】 分析・考察 
【26】 要旨・文献整理・校正 
 

 

2018.12.19 
2019.01.09 

【27】 卒業研究提出（担当教員あて） 
【28】 卒業研究ゼミ内発表会① 

 

2019.01.16 
         
01.23 

【29】 卒業研究ゼミ内発表会② 
【30】 合同卒業研究発表会 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y02 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本喜晴 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 4 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
これまでの研究テーマをもとに、より幅広く深く追求する。各自のテーマ設定を確認し、個
別のテーマに沿った研究を進行させ、まとめる。学⽣は進行経過の報告し、情報の収集や結
果の整理、報告書作成の技術などについて指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①人間の心理的・社会的問題を適切な方法で実証的に把握し、分析できる（レベル３）。 
②教室内外で学修した知識と、自らの経験との振り返りの成果を統合化し、体系的にまとめ
ることができる （レベル３）。 
 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 必要に応じて授業時に紹介する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・中間報告書（秋学期中盤）：10% 
・後半発表（秋学期発表）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」および「卒業論文要旨」：50％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

・研究テーマの確認・研究計画書の作成 
・進捗状況の確認と研究計画書を作成する。 

◆ノートパソコン利用◆ 
◎課題 各自のテーマと方法論について発表
準備をする。（240 分） 
 

第 3 回 
第 4 回 

・合同ゼミ 
卒業論文の書き方に関する説明会 
・研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 
 

進路希望、業界研究をする。（240 分） 

第 5 回 
第 6 回 

  
・研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

進路希望、業界研究をする。（240 分） 

第 7 回 
第 8 回 

 
・研究デザインの検討 

自己ＰＲを作成する。（240 分） 



先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 
 

第 9 回 
第 10 回 

・研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する 
 

エントリーシートの作成する。（240 分） 

第 11 回 
第 12 回 
 

・研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する 

◎課題 各自のテーマと方法論について発表
準備をする。（240 分） 

第 13 回 
第 14 回 

・研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 15 回 
第 16 回 

・前半（春学期）発表 
  これまでの研究をまとめ中間発表をおこなう。 
  必要に応じて修正を行う。 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 17 回 
第 18 回 

・研究の実施と報告（中間発表） 
  中間発表による課題を解決する。 
  研究経過を報告する。 
 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 19 回 
第 20 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 21 回 
第 22 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
 

◎課題 各自の方法論について、さらに必要
な情報を収集とその整理・分析を進め、発表
の準備を行う。（240 分） 

第 23 回 
第 24 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

◎課題 卒業研究の問題（序論）の報告準備
を行う。（240 分） 

第 25 回 
第 26 回 

・卒業論文の作成 
  卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 
＊第 27 回卒業論文提出 

◎課題 卒業研究の問題（序論）の報告準備
を行う。（240 分） 

第 27 回 
第 28 回 

ゼミ内発表会 
 全体発表会に向けて発表内容の検討・修正をはかる 

◆ノートパソコン利用◆◎課題 今学期を振
り返り、卒業研究の見通しについて考える。
（240 分） 

第 29 回 
第 30 回 

・卒業研究発表会の準備 
なお 1 月●日（）は卒業論文の提出締切 
・卒業研究発表会 
 

◎課題 今学期を振り返り、卒業研究の見通
しについて考える。（240 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y03 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】専門演習Ⅲ・Ⅳにて行った研究テーマを基盤として、それをより幅広くかつ深く追
求することがこの卒業研究の目的である。 
【概要】各自のテーマ設定の確認の後、個別のテーマに沿った研究の進行とまとめを指導し
ていく。また，絶えず進行経過の報告を求めると共に、情報の収集や結果の整理、報告書作
成の技術などについても随時指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は DP のうち自律性，問題発見・解決力，コミュニケーションスキル，専門技術・
技能の活用力と特に関連する。 
【学習目標】 
科学的手法に基づいた心理学的視点を踏まえた卒業研究を執筆できる。 

19.教科書・教材 必要に応じて資料を配布する。 
20.参考文献 必要に応じて資料を配布する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・中間報告書（秋学期中盤）：10% 
・後半発表（秋学期発表）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」（卒業研究ルーブリック評価）および「卒業論文要旨」：50％ 

22.コメント 4 年間の集大成として納得のいく取り組みを期待しています。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：月曜  昼休み 
センターオフィスアワー：⽕曜  １限 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

研究テーマの確認・研究計画書の作成 
進捗状況の確認と研究計画書を作成する。 
卒業研究ガイダンス（合同） 

○専門演習Ⅳで収集した資料をまとめる。 

第 3 回 
第 4 回 

先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 5 回 
第 6 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 7 回 
第 8 回 

研究デザインの検討 
先行研究のレビューと資料検索・収集をを続けながら
研究デザインをつくる。 

○目的と方法、結果の処理についての概要を
まとめる。 
○先行研究、資料をまとめる。 



第 9 回 
第 10 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 11 回 
第 12 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 13 回 
第 14 回 

研究の実施と報告 
計画にしたがって具体的な研究を進める。 
研究経過を報告し、質疑応答を重ねながら必要に応じ
て修正する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 15 回 
第 16 回 

・前半（春学期）発表 
これまでの研究をまとめ、中間発表会（合同）をおこ
なう。 
発表会を受け、必要な修正を行う。 

○これまでの研究成果をまとめて資料を作成
する。 

第 17 回 
第 18 回 

研究の実施と報告 
中間発表による課題を解決する。 
研究経過を報告する。 

○研究結果データの処理とまとめを行う。 
○先行研究、資料をまとめる。 

第 19 回 
第 20 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 21 回 
第 22 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 ○計画にしたがって論文を作成する。 

第 23 回 
第 24 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 ○計画にしたがって論文を作成する。 

第 25 回 
第 26 回 

卒業論文の作成 
卒業論文の下書きを作成し、加筆修正を行う。 

○計画にしたがって論文を作成する。 

第 27 回 
第 28 回 

卒業論文提出 
ゼミ内発表会 

○研究の概要を資料にまとめる。 
○ｅｰポートフォリオへ記入する。 

第 29 回 
第 30 回 

ゼミ内発表会 
卒業研究発表会（全ゼミ合同） 

○プレゼンテーションルーブリックを参考に
プレゼンの練習を行う。 
○ｅｰポートフォリオへ振り返りを記入す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y04 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】専門演習Ⅲ・Ⅳにて行った研究テーマを基盤として、それをより幅広くかつ深く追
求することがこの卒業研究の目的である。したがって各自のテーマ設定の確認の後、個別の
テーマに沿った研究の進行とまとめを指導していく。また，絶えず進行経過の報告を求める
と共に、情報の収集や結果の整理、報告書作成の技術などについても随時指導する。   
【概要】 
① 論文作成に必要な手続きを確認し、論文の書き方について学ぶ。 
② 完成までの研究計画を⽴て、スケジュールに従って研究を進める。 
③ 先行研究を収集し、それらを整理した 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
・ 自ら研究テーマを設定し、研究計画を⽴てることができる。 
・ 計画に沿って、自律的に研究を進めることができる。 
・ 学術論文を作成するための基本的な作法を修得する。 

19.教科書・教材 
なし 
必要に応じて適宜提示する。 

20.参考文献 
なし 
必要に応じて適宜提示する。 

21.成績評価 

卒業研究の成績評価については、下記の項目をもとに総合的に行う。 
●卒業研究への取組（50%） 
・前半発表（春学期発表・報告状況）：10% 
・卒業研究計画書（春学期中盤）：10%  
・後半発表（秋学期発表・報告状況）：10% 
・卒業論文作成提出後のふりかえり（ｅ−ポートフォリオへの記入）：10%   
・卒論発表：10% 
●卒業論文（50%） 
・「卒業論文」および「卒業論文要旨」：50% 

22.コメント  
23.オフィスアワー ＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますので Slack メール等でご連絡ください。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【01】 オリエンテーション 
【02】 「問題」部分検討 

 

2019.4.24 
【03】 卒業研究合同ガイダンス 
【04】  方法検討・調査等 

 

 
【05】 方法検討・調査等 
【06】 方法検討・調査等  

 【07】 方法検討・調査等  



【08】 調査等 
 

 
【09】 調査等  
【10】 調査等 
 

 

 
【11】 調査等   
【12】 調査等  

 
【13】 調査等  
【14】 調査等  

 
【15】 調査等 
――――― 秋学期 ――――― 
【16】 調査等 

【15】中間提出 
 

 【17】 調査等 
【18】 調査等 

 

 【19】 調査等、分析・考察 
【20】 調査等、分析・考察 

 

 
【21】 分析・考察 
【22】 分析・考察 
 

 

 
【23】 分析・考察 
【24】 分析・考察 

 

 
【25】 分析・考察 
【26】 要旨・文献整理・校正 
 

 

 
【27】 卒業研究提出（担当教員あて） 
【28】 卒業研究ゼミ内発表会① 

 

 
【29】 卒業研究ゼミ内発表会② 
【30】 合同卒業研究発表会 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y05 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 中山誠 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Ｏ 犯罪心理学・⽣理心理学に関連した卒業論文を作成する。 
Ｏ 心理学の方法論に基づき、調査ないし実験を通じて、科学的な論文の完成を目指す。 
Ｏ ポリグラフ検査、ストレスの⽣理心理、犯罪不安、防犯などが具体的な研究テーマとな
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学科の目標 
人間の心理的・社会的問題の実証的把握 
レベル３：人間の心理的・社会的諸問題を適切な方法で実証的に把握し、分析できる 
知識と経験の総合化 
レベル３教室内外で学修した知識と、自らの経験とその振り返りの成果を総合化し、体系的
にまとめることができる 
ベンチマーク 
自律性 
レベル３：自らの責任を自覚しつつ設定した目標の実現に向けて継続的に取り組むことがで
きる 
情報収集・活用力 
レベル３：多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を収集して、要点を整理・保存しな
がら、自分の主張やアイデアを裏づけることができる 
問題発見力 
レベル３：現状を確認し、今後⽣じうる問題を積極的に見つけ、解決のための課題を提示す
ることができる 
論理的思考／判断力 
レベル３：論証に基づいて論理的な意見や結論を導き出すことができる 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

卒業研究計画書（春学期中盤）       〈10％〉 
中間発表（春学期終盤）                 〈10％〉 
途中経過報告書（秋学期中盤）      〈10％〉 
最終発表（秋学期終盤）                〈10％〉 
「卒業論文」および「卒業論文要旨」〈50%〉 
e ポートフォリオへの記入              〈10％〉 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ガイダンス  
 研究テーマの設定に関する講義  
   
 卒業研究ガイダンス（合同授業）  



 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 各自のテーマに関連した論文の発表(2 名程度）  
 研究結果の分析について  
 研究結果のまとめと考察の仕方  
 方法の記述について  
 序論の記述について  
 目次、引用文献、脚注の記述について  
 ふり返りと総まとめ 卒論発表会の準備  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y06 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ４年〜 

10.取得資格の要件 
中学教諭１種（英語）、高
校教諭１種（英語） 

11.先修条件 

１）到達確認試験に合格 
および、２）または３）を満たしているこ
と 
２）累積 GPA が 1.50 以上かつ修得単位数
が 80 単位以上 
３）直前１年間の GPA が 1.60 以上で年間
34 単位以上修得 
４）卒業論文題目届けを提出し、学科会議
で承認を得た者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習（発表と討論） 
16.履修制限 11.の先修条件を満たす者 

17.授業の目的と概要 

【目的】 各自の設定した題目に沿って研究を深め、定期的に発表を行って、卒業論文を完
成させる。 
【概要】 ゼミにおける研究発表や他者からのコメントを受け、卒論の内容を深く検討し、
添削や一連の手順を経て、卒業論文の完成までを指導する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP６）専門的知識の活用力の修得に適しています。 
１）卒業論文作成に必要な先行研究などを収集・理解し、自分の研究に取り込むことができ
る。 
２）研究テーマにおける問題点を掘り下げ、論理的な文章を構築することで、精度の高い論
文を仕上げることができる。 

19.教科書・教材 各人の研究テーマが異なるので、教科書は使用しない。 
20.参考文献 各人の研究テーマに応じた文献を指示する。 

21.成績評価 

１）レポート１（４月７日） 5%（第１章：研究の背景・目的・リサーチクエスチョンを明
記し１頁分） 
２）レポート２（８月７日）10％（卒論下書き：第１章はじめに〜第２章まで（日本語の場
合 4,500 字程度） 
    複数の先行研究の要約とそれに対する自分の意見＝引用の意図を明記 
３）レポート３（９月 30 日）15％（第１章から本論の半ばまで（卒論下書き：日本語の場
合 12,000 字程度） 
    レポート２に加え、データ分析や論証部分を含む 
４）ゼミ発表： 20% （春学期：４回、夏合宿：１回、秋学期：２回  計 

22.コメント 

１）皆に迷惑がかかるので、無断欠席やドタキャンをしない。就活・教育実習などで休む場
合は、必ず連絡を入れること。 
２）春学期は、就職活動や教育実習で授業を抜けることが多いと予想されるので、欠席する
場合は必ず事前連絡 
   を入れて下さい（発表日時の変更は、他の受講者と相談して決めます）。 
３）論文作成は先送りせず、期限を設けて計画的に進めること。毎年、期限が迫ってから慌
てる人がいますが、    
   手遅れにならないように！ 
４）ゼミアワーを利用して、卒業論文の執筆について適宜説明をします。春学期は水曜２限



を空けておいてください。 

23.オフィスアワー 春学期： 支援室（１号館２階）：木曜昼休み、研究室（３号館１０４）：金曜２限 
秋学期： 支援室（未定：センタープログラムを実施予定）、研究室：水曜３限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1. 4/13 
2. 4/20 

1. 研究の背景と目的に関する発表 1-1、レポート１
提出 
2. 研究の背景と目的に関する発表 1-2 

レポート１は春休みの宿題(第１章） 4/7 締
切 Web Class へ提出 
発表準備 60 分 

3. 4/27 
4. 5/11 

3. 研究の背景と目的に関する発表 1-3 
4. 研究の背景と目的に関する発表 1-4, 論文の形式と
評価、参考文献リスト提出 

発表準備、参考文献リスト作成 
（９０分）  
発表準備 （60 分） 

5. 5/18 
6. 5/25 

5. 重要な先行研究に関する発表 2-1 
6. 重要な先行研究に関する発表 2-2 発表準備  (60 分) 

7. 6/01 
8. 6/08 

7. 重要な先行研究に関する発表 2-3 
8. 本論の概要について 3-1 

発表準備（60 分） 
発表準備（９０分） 

9. 6/15 
10. 6/22 

9. 本論の概要について 3-2 
10. 本論の概要について 3-3 

発表準備 (60 分) 

11. 6/29 
12. 7/06 

11. 本論の概要について 3-4、参考文献修正リスト提
出 
12. 第２・３章に関する発表 4-1 

発表準備、参考文献修正リスト作成  （９
0 分） 
発表準備（９0 分） 

13. 7/13 
14. 7/20 

13. 第２・３章に関する発表 4-2 
14. 第２・３章に関する発表 4-3 

発表準備、レポート２作成 (90 分) 
発表準備、レポート２作成 (90 分) 

15. 7/27 
------------- 
16. 9/28 

15. 第２・３章に関する発表 4-4, 合宿について 
   ＊夏季休暇中にオンライン合宿を実施：全員が
発表５、論文の形式について確認 
16. 本論１：結果と考察について 6-1、レポート３提
出 

発表準備、レポート作成 （90 分） 
レポート２締切(8/7)Web Class へ 
---------- 
発表準備、目次案作成 （90 分） 
レポート３締切(9/30)Web Class へ 

17. 10/05 
18. 10/12 

17. 本論１：結果と考察について 6-2、目次案提出 
18. 本論１：結果と考察について 6-3、執筆計画につ
いて説明 

発表準備 、下書き作成（９0 分） 
発表準備、執筆計画作成 （90 分） 

19. 10/19 
20. 10/26 

19. 本論１：結果と考察について 6-4、執筆計画提出 
20. 本論２：結論について 7-1 

発表準備、論文執筆 （90 分） 
執筆計画提出 Web Class へ 
 

21. 11/02 
22. 11/09 

21. 本論２：結論について 7-2 
22. 本論２：結論について 7-3 

下書き作成・修正(60 分)、発表準備(30 分) 

23. 11/16 
24. 11/30 

23. 本論２：結論について 7-4、引用・文体の確認 
24. 文章・形式の確認と内容の検討（相互評価）、執
筆計画の見直し 

論文執筆、添削ファイルの修正  
（９0 分） 
学科指定の卒論提出用ファイルを販売 

25. 12/07 
26. 12/14 

25. 文章・形式の確認と内容の検討（相互評価）、要
旨の書き方、進捗状況の報告 
26. 文章・形式の確認と内容の検討（相互評価） 
 

論文執筆、添削ファイルの修正 
（９0 分） 

27. 12/21 
28. 1/11 

27. 文章・形式の確認と内容の検討 ＜提出締切：12
月 21 日（水）17 時＞ 
28. 卒論の振り返り・後輩への助言 

下書き作成・修正（90 分） 
デジタルファイル確認(30 分) 

29. 1/18 
30. 1/25 

29. 進路に関する振り返り、デジタルファイル提出 
30. ４年間の振り返り 

＊完成した卒論は担当者に Word ファイルで
送信 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y07 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 百濟正和 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 4 年〜 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 

１）到達確認試験に合格 
および、２）または３）を満たしているこ
と 
２）累積 GPA が 1.50 以上かつ修得単位数
が 80 単位以上 
３）直前１年間の GPA が 1.60 以上で年間
34 単位以上修得 
４）卒業論文題目届けを提出し、学科会議
で承認を得た者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 11 の先修条件を満たす者 

17.授業の目的と概要 

授業の目的は 2 つある。一つは 3 年次専門演習に引き続き応用言語学の基礎を身に着ける。
教科書も引き続き使用する。もう一つは、卒業論文を完成させることである。題目届けの内
容に基づいて、卒業論文作成に向けて、定期的に発表を行い、他の受講者からのコメントを
受けて修正をしつつ執筆する。担当者からの添削指導を受けつつ、最終的に論文を完成させ
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①応用言語学の基本的な専門知識を身に付ける。 
②卒業論文作成に必要な先行研究などを収集・理解し、自分の研究に取り込むことができ
る。 
③研究テーマにおける問題点を掘り下げ、論理的な文章を構築することで、精度の高い論文
を仕上げることができる。  
卒業論文は 4 年間の学びの集大成であり、本学が掲げる DP のすべてに関連している。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
自分の目標をもち、その実現のために、自らを律しつつ意欲的に行動することができます。 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
集団や社会のために他者とともに行動し、貢献することができます。 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
世界に住まう人々の文化や社会が多様であることに理解を深め、世界市⺠として行動できま
す。 
(4) 問題発見・解決力 
根拠にもとづいて、問題を発見したり解決のアイデアを構想したりする思考力や判断力を身
につけ、問題を解決することができます。 
(5) コミュニケーションスキル 
国内外を問わず、社会⽣活の様々な場面で、他者の思いや考えを理解するとともに、自分の
考えを的確に表現し、意見を交わすことができます。 
(6) 専門的知識・技能 の活用力 
自ら学ぶ学位プログラムの基礎となる専門的知識・技能を修得し、実際を想定した場面で活
用することができます。 

19.教科書・教材 適宜関連論文を使用する 
20.参考文献 Teaching and Researching language and culture, Joan Kelly Hall  



Doing Applied Linguistics A Guide for Students, Groom, N and Littlemore, J 

21.成績評価 
卒業論文（50％）学習目標の③に関連する  
中間発表（20％）学習目標の②と③に関連する 
中間レポート（30％）学習目標の①に関連する 

22.コメント 卒論の 1 対 1 の指導は 6 回行います。希望日時提示するときは３つのオプションを示すか、
Outlook の機能で Meeting の提案を送ってください。 

23.オフィスアワー 木曜日 2 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

第 1 回 卒業研究ガイダンス 第 1 章発表 
第 2 回 Language and culture learning 3.1 
Introduction 第 1 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 3 回 
第 4 回 

第 3 回 A sociocultural perspective on language 
and culture learning・第 1 章発表 
第 4 回 mediational means・第 1 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 5 回 
第 6 回 

第 5 回 Language socialisation・第 2 章発表 
第 6 回 Learning how to mean・第 2 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 7 回 
第 8 回 

第 7 回 Social activity and language 
development(1)・第 2 章発表 
第 8 回    Social activity and language 
development(2)・第 2 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 9 回 
第 10 回 

第 9 回 Social activity and cognitive 
development・第 3 章発表 
第 10 回 Context of learning・第 3 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 11 回 
第 12 回 

第 11 回 Learning beyond the traditional 
classroom・第 3 章発表 
第 12 回 The effect of globalisation on sites of 
learning・第 3 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 13 回 
第 14 回 

第 13 回 3.8 Summary・第 4 章発表 
第 14 回 Chapter 4 Introduction・第 4 章発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 15 回 
第 16 回 

第 15 回 春学期の振り返り・中間レポートの提出 
第 16 回 秋学期ガイダンス・Language 
socialisation practices: Home and school 
connections 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 17 回 
第 18 回 

第 17 回 Language variation・第 4 章発表 
第 18 回 Redesigning curriculum and instruction・
第 4 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 
 

第 19 回 
第 20 回 

第 19 回 Funds of knowledge・第 5 章発表 
第 20 回 Language awareness curriculum・第 5 章
発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 21 回 
第 22 回 

第 21 回 Summary・第 5 章発表 
第 22 回 Chapter 5 Introduction・第 5 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 23 回 第 23 回 Schools and classrooms as sociocultural 卒論の進捗状況を報告するための発表（40



第 24 回 communities・最終発表 
第 24 回 The role of classroom discourse・最終発
表 

分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 25 回 
第 26 回 

第 25 回 Changes in the third-turn that enhance 
learning oppotunities・最終発表 
第 26 回 Social dimensions of classroom 
discourse・最終発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 27 回 
第 28 回 

第 27 回 Redesigning curriculum and instruction・
最終発表 
第 28 回 Key design principles in creating a 
community of learners・最終発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 29 回 
第 30 回 
 

第 29 回 Cooperative learning practices・卒論校正
確認 
第 30 回 Summary・卒業研究の振り返り 

卒論のチェックをペアで行う。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y08 

2.科目名 卒業研究 （2018 ⽣）秋春 3.単位数 4 

4.授業担当教員 片山真理、伊藤創、百濟正和 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 4 年〜 

10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 

１）到達確認試験に合格 
および、２）または３）を満たしているこ
と 
２）累積 GPA が 1.50 以上かつ修得単位数
が 80 単位以上 
３）直前１年間の GPA が 1.60 以上で年間
34 単位以上修得 
４）卒業論文題目届けを提出し、学科会議
で承認を得た者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 11 の先修条件を満たす者 

17.授業の目的と概要 

授業の目的は 2 つある。一つは 3 年次専門演習に引き続き応用言語学の基礎を身に着ける。
教科書も引き続き使用する。もう一つは、卒業論文を完成させることである。題目届けの内
容に基づいて、卒業論文作成に向けて、定期的に発表を行い、他の受講者からのコメントを
受けて修正をしつつ執筆する。担当者からの添削指導を受けつつ、最終的に論文を完成させ
る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①応用言語学の基本的な専門知識を身に付ける。 
②卒業論文作成に必要な先行研究などを収集・理解し、自分の研究に取り込むことができ
る。 
③研究テーマにおける問題点を掘り下げ、論理的な文章を構築することで、精度の高い論文
を仕上げることができる。  
本科目の学習目標は DP の（１）「自律性」、（３）「多様性理解」（４）「問題発見・解決力」
（５）「コミュニケーション・スキル」の学修に関連しています。 

19.教科書・教材 Teaching and Researching language and culture, Joan Kelly Hall 
20.参考文献 Doing Applied Linguistics A Guide for Students, Groom, N and Littlemore, J 

21.成績評価 

卒業論文（50％）学習目標の②と③に対応しています。 
中間発表（20％）学習目標の②と③に対応しています。 
レポート（30％）学習目標の①に対応しています。 
 

22.コメント 卒論の 1 対 1 の指導は 6 回行います。希望日時を３つ提示してください。 
23.オフィスアワー 木曜日 2 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
第 2 回 

第 1 回 卒業研究ガイダンス 第 1 章発表 
第 2 回 Language and culture learning 3.1 
Introduction 第 1 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 3 回 
第 4 回 

第 3 回 A sociocultural perspective on language 
and culture learning・第 1 章発表 
第 4 回 mediational means・第 1 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 5 回 
第 6 回 

第 5 回 Language socialisation・第 2 章発表 
第 6 回 Learning how to mean・第 2 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 



教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 7 回 
第 8 回 

第 7 回 Social activity and language 
development(1)・第 2 章発表 
第 8 回    Social activity and language 
development(2)・第 2 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 9 回 
第 10 回 

第 9 回 Social activity and cognitive 
development・第 3 章発表 
第 10 回 Context of learning・第 3 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 11 回 
第 12 回 

第 11 回 Learning beyond the traditional 
classroom・第 3 章発表 
第 12 回 The effect of globalisation on sites of 
learning・第 3 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 13 回 
第 14 回 

第 13 回 3.8 Summary・第 4 章発表 
第 14 回 Chapter 4 Introduction・第 4 章発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 15 回 
第 16 回 

第 15 回 春学期の振り返り・中間レポートの提出 
第 16 回 秋学期ガイダンス・Language 
socialisation practices: Home and school 
connections 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 17 回 
第 18 回 

第 17 回 Language variation・第 4 章発表 
第 18 回 Redesigning curriculum and instruction・
第 4 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 
 

第 19 回 
第 20 回 

第 19 回 Funds of knowledge・第 5 章発表 
第 20 回 Language awareness curriculum・第 5 章
発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 21 回 
第 22 回 

第 21 回 Summary・第 5 章発表 
第 22 回 Chapter 5 Introduction・第 5 章発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 23 回 
第 24 回 

第 23 回 Schools and classrooms as sociocultural 
communities・最終発表 
第 24 回 The role of classroom discourse・最終発
表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 25 回 
第 26 回 

第 25 回 Changes in the third-turn that enhance 
learning oppotunities・最終発表 
第 26 回 Social dimensions of classroom 
discourse・最終発表 
 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 27 回 
第 28 回 

第 27 回 Redesigning curriculum and instruction・
最終発表 
第 28 回 Key design principles in creating a 
community of learners・最終発表 

卒論の進捗状況を報告するための発表（40
分、一人 10 分） 
教科書で割り当てられた分の発表（50 分） 

第 29 回 
第 30 回 
 

第 29 回 Cooperative learning practices・卒論校正
確認 
第 30 回 Summary・卒業研究の振り返り 

卒論のチェックをペアで行う。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y09 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 清水拓野 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・発表 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

卒論作成に向けて準備をしてく授業です。春秋学期にまたがる通年科目です。最終目標は、
卒論の完成です。 
レポート１（４月当初） 5%（第１章：研究の背景・目的・リサーチクエスチョンを明記し
１頁分） 
レポート２（７月末）10％（卒論下書き：第１章はじめに〜第２章まで（日本語の場合
4,500 字程度） 
   複数の先行研究の要約とそれに対する自分の意見＝引用の意図を明記 
レポート３（９月末）15％（第１章から本論の半ばまで（卒論下書き：日本語の場合
12,000 字程度） 
   レポート２に加え、データ分析や論証部分 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 授業時に配布予定 
21.成績評価 レポート 30%、発表 20％、卒業論文 50％(詳細は授業目的と概要を参照） 

22.コメント 
注意点：寝坊などで無断欠席しないように気をつけてください。また、就活で休んでも公欠
にはならないので、気をつけてください。欠席して授業から遅れても、自己責任で授業に追
いついてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 授業概要の説明、今後の予定・発表順の決定、春休み
宿題の提出 

 

 先行研究調査の仕方のおさらい、卒論形式・ルーブリ
ックの確認 

 

 春休み宿題の返却、問題所在の設定おさらい  
 先行研究・導入部分の発表（２人）、日欧要旨の確認  

 
先行研究・導入部分の発表（３人）、目次ページの確
認 

 

 
先行研究・導入部分の発表（３人）、参考文献ページ
の確認  

 引用・注の仕方の確認  

 
調査法（インタビュー・アンケート・フィールドワー
ク）の復習  

 
卒論フォーマットの確認（改行、語句の乱れ、左右前
後の余⽩）  

 卒論の論展開についての確認  
 卒論本論の前半部分の発表（２人）  



 卒論本論の前半部分の発表（３人）  
 卒論本論の前半部分の発表（３人）  
 最終確認（論展開、フォーマット等）  
 期末レポート（レポート２）の提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SMN401-
Y10 

2.科目名 卒業研究 3.単位数 4 

4.授業担当教員 Patrick Shorb 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
At the end of the semester, students are expected to utilize research in order to gather 
and analyze data on research topics related to the themes related to their future 
graduation essay. Students will be expected to present and discuss the results in pr 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Course Objectives 
This course is designed to start the research processes necessary for graduation thesis. 
By the time students have completed this course they should be able to: 
1. Identify Different Ways to Evaluate the Credibility and Reliability of a Source 
2. Distinguish between an Academic Topic and a Research Question 
3. Show Understanding of Existing Research Literature by Formulating a Research 
Question that Builds on It. 
4. Differentiate between Different Types of Research Data and Explain which Methods 
are Best to gather it.  
5. Perform Need Research Methods and Data Analysis. 
6. Demonstrate Ability to Communicate Research Results through an Individual 
Presentation and Final Project. 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
Reports 30%、 
Presentations 20％ 
Graduation Thesis 50％ (*Due in the Fall Term) 

22.コメント  
23.オフィスアワー Fridays 12:120-13:10 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
Course Introduction: 
Course Content and assessments 
Research Proposal Feedback Session 

Check-in Report #1: Review Research 
Proposal 

Week 2 Designing the Research Question #1 Check-in Report #2 
Week 3 Designing the Research Question #2 Check-in Report #3 
Week 4 Designing the Research Question #3 Check-in Report #4 
Week 5 Thinking About Methods #1 Check-in Report #5 
Week 6 Thinking About Methods #2 Check-in Report #6 
Week 7 Thinking About Methods #3 Presentation Preparation #1 
Week 8 Presentations #1 Presentation Preparation #2 
Week 9 Presentations #2 Check-in Report #7 
Week 10 Polishing the Research Project #1 Check-in Report #8 
Week 11 Polishing the Research Project #2 Check-in Report #9 
Week 12 Polishing the Research Project #3 Check-in Report #10 



Week 13 Polishing the Research Project #4 Final Project Preparation 
Week 14 Research Project Presentations Final Project Preparation 

Week 15 
Becoming a Self-Reflective Learner - Thoughts on 
the Semester Final Project Preparation 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC103-
A01 

2.科目名 社会学概論 (1/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉こども学専攻（教育専修コース）・福祉
学専攻 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(公⺠) 社会福祉士受
験資格 小学校一種中学
(社会) 保育士 幼稚園一
種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教育・保育・福祉問題の背景にある、私たちの社会⽣活に関連するトピック（「地域社会」
「文化と比較社会」「社会階層」「エスニシティ」「ジェンダー」「家族」）をとりあげていき
ます。現代社会の持つ特質と課題について、他者との意見交換や議論を重ねながら、客観的
且つ多面的に考察を深めていきます。将来の変化を予測することが困難な時代を⽣き抜くた
めの、多様で柔軟な視点をもった、持続可能な社会の担い手としての思考形成をめざしま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性、社会的貢献性の学修に関連していま
す。 
①現代社会を概観するキーワードを説明することができる。 
②グローバルな社会問題の具体的な現象とその背景について、根拠をもとに説明することが
できる。 
③社会的に弱い⽴場に置かれている人々に対して、わたしたちはどうあるべきかを実現可能
なレベルで説明することができる。 

19.教科書・教材 ・教科書の購入は不要です。 

20.参考文献 
・授業内で適宜紹介します。 
・図書館で社会学の基礎的なテキストが複数あります。予習の際に参照することをすすめま
す。 

21.成績評価 
■小課題：10%×6 回（学習目標①②） 
■学びのまとめのレポート：40％×1 回（学習目標①②③） 

22.コメント 

・教室内の座席は指定します。 
・必ず指定されたクラスで受講してください。 
・わからないことがあれば授業中もしくは授業終了後に質問してください。 
・資料の掲示や課題の提出は webclass を使います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
4/11 

社会学とは何か 
・教育や福祉と社会学の関連性について説明する。 
・授業シラバスを持参する（このシラバスは学びの文
脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファイル
に添付していつでも参照できるようにすること）。 

【今回の復習】 
・シラバスとノートを用いて、科目の内容を
再確認しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 2 回】 
4/18 

地域社会① 
・地域社会の概念について整理する。変遷する地域社

【今回の復習】 
・ノートに「地域社会①」のまとめをノート



会のあり方に関する社会学上の捉え方について学ぶ。 
・地域社会が求める学校や福祉施設、それらに勤務す
る教員や専門職のあり方について考察する。 

に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 3 回】 
4/25 

地域社会② 
・地域に関する諸問題を概観する。地域社会やグロー
バル化と教育や福祉の課題について学ぶ。 
・グローバル化におけるわが国の教育や福祉に関する
制度や施策、実践上の課題について考察する。 
 

【今回の復習】 
・ノートに「地域社会②」のまとめをノート
に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題① 

【第 4 回】 
5/2 

文化と比較社会① 
・規範や逸脱の背景や働きを学ぶ。 
・学校や学級経営、福祉施設運営上の規範や逸脱に関
する捉え方について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「文化と比較社会①」のまとめを
ノートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 5 回】 
5/9 
 

文化と比較社会② 
・社会⽣活における地位や役割、準拠集団の機能につ
いて学ぶ。 
・集団活動における地位や役割とグループ・ダイナミ
クス、教育や自⽴⽣活支援における準拠集団について
考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「文化と比較社会②」のまとめを
ノートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題② 

【第 6 回】 
5/16 

社会階層① 
・社会階層の例について、アメリカ社会、インド社
会、および近世以降の日本社会を比較する。 
・グローバリゼーションの進展と拡大する貧富の格
差、教育や福祉資源の偏在について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「社会階層①」のまとめをノート
に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 7 回】 
5/23 

社会階層② 
・共産主義の理論的背景となったマルクスの階級理論
を概観する。 
・社会格差と貧困による教育や福祉における影響と課
題を考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「社会階層②」のまとめをノート
に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題③ 

【第 8 回】 
5/30 

エスニシティ① 
・人種と⺠族の相違や⺠族間の緊張関係について学
ぶ。 
・戦争等と教育や福祉の関連について近代史に沿って
概観していく。 

【今回の復習】 
・ノートに「エスニシティ①」のまとめをノ
ートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 9 回】 
6/6 

エスニシティ② 
・日本社会におけるエスニシティと教育や福祉に関連

【今回の復習】 
・ノートに「エスニシティ②」のまとめをノ



する課題を理解する。 
・教育や福祉について、在留邦人や日系人、ニューカ
マーやオールドカマーといった観点から捉えていく。 
・教育現場での共⽣教育や、国際的な福祉実践のあり
方を考察する。 

ートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題④ 

【第 10 回】 
6/13 

ジェンダー① 
・性に関する３つの構成要素とセクシズムの現状と課
題について学ぶ。 
・教育や福祉の実践現場におけるジェンダーの捉え方
について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「ジェンダー①」のまとめをノー
トに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 11 回】 
6/20 

ジェンダー② 
・日本における女性の就労問題と、教育や福祉との関
連について学ぶ。 
・ジェンダーの観点から見た家庭教育、保育や介護、
家事労働について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「ジェンダー②」のまとめをノー
トに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
 

【第 12 回】 
6/27 

ジェンダー③ 
・ジェンダーについて well-being と多様性理解の観
点で当事者との対話を試みる。 
 

【今回の復習】 
・ノートに「ジェンダー③」のまとめをノー
トに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。 
【次回までの提出物】 
・小課題⑤ 

【第 13 回】 
7/4 

家族① 
・家族に関する概念について学ぶ 
・家族機能の変遷と公教育や社会保障制度のあり方に
ついて考察する。 
 

【今回の復習】 
・ノートに「家族①」のまとめをノートに整
理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
 

【第 14 回】 
7/11 

家族② 
・ライフサイクルとライフコースについて学ぶ 
・「人⽣ 85 年時代」に向けたリ・デザインと教育や
福祉の役割と可能性について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「家族②」のまとめをノートに整
理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
小課題⑥ 

【第 15 回】 
7/25 
 

教育や福祉と社会学の関連② 
・学びのまとめとして、私たちの社会が抱える喫緊の
課題について、これまでに学んだ社会学上の重要語句
を用いて、教育・福祉の⽴場から客観的で論理的に説
明する。 

【今回の復習】 
・学びのまとめをする（90 分） 
【提出物】 
・学びのまとめのレポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC103-
A02 

2.科目名 社会学概論 (2/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
教育福祉こども学専攻（教育専修コース）・福祉
学専攻 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 

高校(公⺠) 社会福祉士受
験資格 小学校一種中学
(社会) 保育士 幼稚園一
種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

教育・保育・福祉問題の背景にある、私たちの社会⽣活に関連するトピック（「地域社会」
「文化と比較社会」「社会階層」「エスニシティ」「ジェンダー」「家族」）をとりあげていき
ます。現代社会の持つ特質と課題について、他者との意見交換や議論を重ねながら、客観的
且つ多面的に考察を深めていきます。将来の変化を予測することが困難な時代を⽣き抜くた
めの、多様で柔軟な視点をもった、持続可能な社会の担い手としての思考形成をめざしま
す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、自律性、社会的貢献性の学修に関連していま
す。 
①現代社会を概観するキーワードを説明することができる。 
②グローバルな社会問題の具体的な現象とその背景について、根拠をもとに説明することが
できる。 
③社会的に弱い⽴場に置かれている人々に対して、わたしたちはどうあるべきかを実現可能
なレベルで説明することができる。 

19.教科書・教材 ・教科書の購入は不要です。 

20.参考文献 
・授業内で適宜紹介します。 
・図書館で社会学の基礎的なテキストが複数あります。予習の際に参照することをすすめま
す。 

21.成績評価 
■小課題：10%×6 回（学習目標①②） 
■学びのまとめのレポート：40％×1 回（学習目標①②③） 

22.コメント 

・教室内の座席は指定します。 
・必ず指定されたクラスで受講してください。 
・わからないことがあれば授業中もしくは授業終了後に質問してください。 
・資料の掲示や課題の提出は webclass を使います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
4/11 

社会学とは何か 
・教育や福祉と社会学の関連性について説明する。 
・授業シラバスを持参する（このシラバスは学びの文
脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファイル
に添付していつでも参照できるようにすること）。 

【今回の復習】 
・シラバスとノートを用いて、科目の内容を
再確認しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 2 回】 
4/18 

地域社会① 
・地域社会の概念について整理する。変遷する地域社

【今回の復習】 
・ノートに「地域社会①」のまとめをノート



会のあり方に関する社会学上の捉え方について学ぶ。 
・地域社会が求める学校や福祉施設、それらに勤務す
る教員や専門職のあり方について考察する。 

に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 3 回】 
4/25 

地域社会② 
・地域に関する諸問題を概観する。地域社会やグロー
バル化と教育や福祉の課題について学ぶ。 
・グローバル化におけるわが国の教育や福祉に関する
制度や施策、実践上の課題について考察する。 
 

【今回の復習】 
・ノートに「地域社会②」のまとめをノート
に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題① 

【第 4 回】 
5/2 

文化と比較社会① 
・規範や逸脱の背景や働きを学ぶ。 
・学校や学級経営、福祉施設運営上の規範や逸脱に関
する捉え方について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「文化と比較社会①」のまとめを
ノートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 5 回】 
5/9 
 

文化と比較社会② 
・社会⽣活における地位や役割、準拠集団の機能につ
いて学ぶ。 
・集団活動における地位や役割とグループ・ダイナミ
クス、教育や自⽴⽣活支援における準拠集団について
考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「文化と比較社会②」のまとめを
ノートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題② 

【第 6 回】 
5/16 

社会階層① 
・社会階層の例について、アメリカ社会、インド社
会、および近世以降の日本社会を比較する。 
・グローバリゼーションの進展と拡大する貧富の格
差、教育や福祉資源の偏在について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「社会階層①」のまとめをノート
に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 7 回】 
5/23 

社会階層② 
・共産主義の理論的背景となったマルクスの階級理論
を概観する。 
・社会格差と貧困による教育や福祉における影響と課
題を考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「社会階層②」のまとめをノート
に整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題③ 

【第 8 回】 
5/30 

エスニシティ① 
・人種と⺠族の相違や⺠族間の緊張関係について学
ぶ。 
・戦争等と教育や福祉の関連について近代史に沿って
概観していく。 

【今回の復習】 
・ノートに「エスニシティ①」のまとめをノ
ートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 9 回】 
6/6 

エスニシティ② 
・日本社会におけるエスニシティと教育や福祉に関連

【今回の復習】 
・ノートに「エスニシティ②」のまとめをノ



する課題を理解する。 
・教育や福祉について、在留邦人や日系人、ニューカ
マーやオールドカマーといった観点から捉えていく。 
・教育現場での共⽣教育や、国際的な福祉実践のあり
方を考察する。 

ートに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題④ 

【第 10 回】 
6/13 

ジェンダー① 
・性に関する３つの構成要素とセクシズムの現状と課
題について学ぶ。 
・教育や福祉の実践現場におけるジェンダーの捉え方
について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「ジェンダー①」のまとめをノー
トに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 

【第 11 回】 
6/20 

ジェンダー② 
・日本における女性の就労問題と、教育や福祉との関
連について学ぶ。 
・ジェンダーの観点から見た家庭教育、保育や介護、
家事労働について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「ジェンダー②」のまとめをノー
トに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
 

【第 12 回】 
6/27 

ジェンダー③ 
・ジェンダーについて well-being と多様性理解の観
点で当事者との対話を試みる。 
 

【今回の復習】 
・ノートに「ジェンダー③」のまとめをノー
トに整理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。 
【次回までの提出物】 
・小課題⑤ 

【第 13 回】 
7/4 

家族① 
・家族に関する概念について学ぶ 
・家族機能の変遷と公教育や社会保障制度のあり方に
ついて考察する。 
 

【今回の復習】 
・ノートに「家族①」のまとめをノートに整
理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
 

【第 14 回】 
7/11 

家族② 
・ライフサイクルとライフコースについて学ぶ 
・「人⽣ 85 年時代」に向けたリ・デザインと教育や
福祉の役割と可能性について考察する。 

【今回の復習】 
・ノートに「家族②」のまとめをノートに整
理しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・「重要語句」の意味を調べてノートに整理
しておく。（90 分） 
【次回までの提出物】 
小課題⑥ 

【第 15 回】 
7/25 
 

教育や福祉と社会学の関連② 
・学びのまとめとして、私たちの社会が抱える喫緊の
課題について、これまでに学んだ社会学上の重要語句
を用いて、教育・福祉の⽴場から客観的で論理的に説
明する。 

【今回の復習】 
・学びのまとめをする（90 分） 
【提出物】 
・学びのまとめのレポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC104-
Y01 

2.科目名 社会階層と文化 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 
基盤教育科目/人間学総
合教育科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

＊授業の概要 
わたしたちの社会は多様な人々で構成されている。「ひとそれぞれ」という表現を日常的に
使うこともしばしばである。こうした多様性を⽣きる一方で、「上流」「下流」「勝ち組」「負
け組」といった社会集団をまとめる表現も使用する。あるいはそれを大枠で「文化」と表現
することもある。そしてそうした表現にはなんらかの「差」が前提とされる。この「差」は
純粋なちがいともいえるが、格差や不平等と結びついている場合も多い。本授業では、社会
における集団を「階層」として捉え、そこにある「文化」に注目しながら「格差」について 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP の「社会的貢献性」「多様性理解」「問題発見・解決力」と関連しています。 
（１）社会階層という枠組みについて理解する。（問題発見・解決力） 
（２）社会階層と文化のちがいについて、自らの考えを提示することができる。（多様性理
解） 
（３）社会階層が⽣みだす格差について、自ら問題点を示すことがきでる。（社会的貢献
性）（問題発見・解決力） 

19.教科書・教材 毎回の授業でワークシート等の教材を配布する。 
20.参考文献 授業中に指示する。 

21.成績評価 
（１）ディスカッション・ペーパーの作成（3 回） 30％ 
（２）毎回のリアクション・ペーパーの作成 30％ 
（３）最終レポートの作成 40％ 

22.コメント 

本授業では、社会階層と文化という日常的だけれど悩ましい課題について考えていく。わた
したちの社会は多様な人々で構成されているが、そこにはただの違いに収まらない格差や不
平等が存在している。無関心を装うならば「ひとそれぞれでしょ」というだけでよい。しか
し、そうした「ひとそれぞれでしょ」という言葉がもつ暴力的な側面について、わたしたち
は知っている。社会学はそうした格差や不平等に向きあう学問である。本授業を通じて、
「ひとそれぞれ」だけではなく、わたしたちの問題として社会について考えてもらいたいと
思います。 

23.オフィスアワー 後日追記します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
イントロ 

・授業の内容についての確認 
・社会階層とわたし、について考える 

復習とアサインメント 
「わたしと社会階層」についてのワークシー
トを作成する（所要時間 90 分） 

第 2 回 
社会階層と
はなにか 

・社会階層の具体例として教育における格差について
学ぶ 
・社会階層と教育についてディスカッションをする 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第 3 回 
文化とはな
にか 

・文化という概念について学ぶ 
・文化の違いについて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第 4 回 ・社会階層と文化の違いが⽣みだす不平等について知 復習とアサインメント 



ちがいと不
平等 

る 
・これまでの自らの経験を振り返る 

★ディスカッション・ペーパーを完成させる
（所要時間 90 分） 

第 5 回 
不平等を具
体的に考え
る 

・グループワークを通じて、周囲と自身の社会階層と
不平等について考える 

復習とアサインメント 
★小レポートを作成する（所要時間 90 分） 

第 6 回 
社会階層と
文化を考え
る（家族） 

・家族を事例とし、とくに教育場面における社会階層
と文化の違いについて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第７回 
社会階層と
文化を考え
る（障害） 

・障害を事例とし、社会⽣活における不平等を考える 
復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第８回 
社会階層と
文化を考え
る（エスニ
シティ１） 

・日本における外国人問題から、社会階層と文化につ
いて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第９回 
社会階層と
文化を考え
る（エスニ
シティ２） 

・日本における外国人問題から、社会階層と文化につ
いて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第１０回 
社会階層と
文化を考え
る（ジェン
ダー１） 

・ジェンダー平等について、具体的事例から考える 
復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第１１回 
社会階層と
文化を考え
る（ジェン
ダー２） 

・SOGI について具体的な事例から考える 
復習とアサインメント 
★ディスカッション・ペーパーを完成させる
（所要時間 90 分） 

第１２回 
わたしたち
の社会の不
平等 

・レポートの書き方を学ぶ 
・ディスカッション・ペーパーを交換し、指定の社会
問題についてディスカッションする 

復習とアサインメント 
★小レポートを作成する（所要時間 90 分） 

第 13 回 
不平等とど
のように向
き合うか
（１） 

・社会問題に対峙する活動を知り、ディスカッション
をする 

復習とアサインメント 
★ディスカッション・ペーパーを完成させる
（所要時間 90 分） 

第 14 回 
不平等とど
のように向
き合うか 

・グループで社会問題解決に向けた実践を考案する 
復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 



第 15 回 
まとめ 

・社会階層と文化について、ふりかえる 
・社会階層と文化について、社会問題解決にむけた実
践についてふりかえる 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC104-
a01 

2.科目名 社会階層と文化 (遠隔 ※神⼾山手 C 発信) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 
基盤教育科目/人間学総
合教育科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

＊授業の概要 
わたしたちの社会は多様な人々で構成されている。「ひとそれぞれ」という表現を日常的に
使うこともしばしばである。こうした多様性を⽣きる一方で、「上流」「下流」「勝ち組」「負
け組」といった社会集団をまとめる表現も使用する。あるいはそれを大枠で「文化」と表現
することもある。そしてそうした表現にはなんらかの「差」が前提とされる。この「差」は
純粋なちがいともいえるが、格差や不平等と結びついている場合も多い。本授業では、社会
における集団を「階層」として捉え、そこにある「文化」に注目しながら「格差」について 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP の「社会的貢献性」「多様性理解」「問題発見・解決力」と関連しています。 
（１）社会階層という枠組みについて理解する。（問題発見・解決力） 
（２）社会階層と文化のちがいについて、自らの考えを提示することができる。（多様性理
解） 
（３）社会階層が⽣みだす格差について、自ら問題点を示すことがきでる。（社会的貢献
性）（問題発見・解決力） 

19.教科書・教材 毎回の授業でワークシート等の教材を配布する。 
20.参考文献 授業中に指示する。 

21.成績評価 
（１）ディスカッション・ペーパーの作成（3 回） 30％ 
（２）毎回のリアクション・ペーパーの作成 30％ 
（３）最終レポートの作成 40％ 

22.コメント 

本授業では、社会階層と文化という日常的だけれど悩ましい課題について考えていく。わた
したちの社会は多様な人々で構成されているが、そこにはただの違いに収まらない格差や不
平等が存在している。無関心を装うならば「ひとそれぞれでしょ」というだけでよい。しか
し、そうした「ひとそれぞれでしょ」という言葉がもつ暴力的な側面について、わたしたち
は知っている。社会学はそうした格差や不平等に向きあう学問である。本授業を通じて、
「ひとそれぞれ」だけではなく、わたしたちの問題として社会について考えてもらいたいと
思います。 

23.オフィスアワー 後日追記します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
イントロ 

・授業の内容についての確認 
・社会階層とわたし、について考える 

復習とアサインメント 
「わたしと社会階層」についてのワークシー
トを作成する（所要時間 90 分） 

第 2 回 
社会階層と
はなにか 

・社会階層の具体例として教育における格差について
学ぶ 
・社会階層と教育についてディスカッションをする 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第 3 回 
文化とはな
にか 

・文化という概念について学ぶ 
・文化の違いについて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第 4 回 ・社会階層と文化の違いが⽣みだす不平等について知 復習とアサインメント 



ちがいと不
平等 

る 
・これまでの自らの経験を振り返る 

★ディスカッション・ペーパーを完成させる
（所要時間 90 分） 

第 5 回 
不平等を具
体的に考え
る 

・グループワークを通じて、周囲と自身の社会階層と
不平等について考える 

復習とアサインメント 
★小レポートを作成する（所要時間 90 分） 

第 6 回 
社会階層と
文化を考え
る（家族） 

・家族を事例とし、とくに教育場面における社会階層
と文化の違いについて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第７回 
社会階層と
文化を考え
る（障害） 

・障害を事例とし、社会⽣活における不平等を考える 
復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第８回 
社会階層と
文化を考え
る（エスニ
シティ１） 

・日本における外国人問題から、社会階層と文化につ
いて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第９回 
社会階層と
文化を考え
る（エスニ
シティ２） 

・日本における外国人問題から、社会階層と文化につ
いて考える 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第１０回 
社会階層と
文化を考え
る（ジェン
ダー１） 

・ジェンダー平等について、具体的事例から考える 
復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 

第１１回 
社会階層と
文化を考え
る（ジェン
ダー２） 

・SOGI について具体的な事例から考える 
復習とアサインメント 
★ディスカッション・ペーパーを完成させる
（所要時間 90 分） 

第１２回 
わたしたち
の社会の不
平等 

・レポートの書き方を学ぶ 
・ディスカッション・ペーパーを交換し、指定の社会
問題についてディスカッションする 

復習とアサインメント 
★小レポートを作成する（所要時間 90 分） 

第 13 回 
不平等とど
のように向
き合うか
（１） 

・社会問題に対峙する活動を知り、ディスカッション
をする 

復習とアサインメント 
★ディスカッション・ペーパーを完成させる
（所要時間 90 分） 

第 14 回 
不平等とど
のように向
き合うか 

・グループで社会問題解決に向けた実践を考案する 
復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 



第 15 回 
まとめ 

・社会階層と文化について、ふりかえる 
・社会階層と文化について、社会問題解決にむけた実
践についてふりかえる 

復習とアサインメント 
ディスカッションを通じて考えたことをまと
める（所要時間 90 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC105-
Y01 

2.科目名 社会学基礎Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 友枝敏雄 

5.授業科目の区分 社会学部社会学科 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義中心に進めますが、講義の途中で学⽣
さんに質問して答えてもらうという質疑応
答をおこないます。基礎知識は不要です
が、日々のニュースや社会で起こっている
ことを考えるきっかけにしてもらいます。 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
大学で学ぶことの意味は何でしょうか。この問いをあらためて考えることを出発点にして、
社会科学の一分野としての社会学および社会学的な見方を理解する。さらに個別のトピック
を通して、現代社会を観察し、分析する能力を習得する。 
概要： 
つぎの 3 つのテーマについて、15 回の授業で学習する。 
各回の授業テーマについては、各回の授業内容のところに記しているので、そこを参照する
こと。 
Ⅰ 社会学へのスタート 
Ⅱ 現代社会のアスペクト−個別のトピックを通して学ぶ− 
Ⅲ 社会学の起源 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目を学習すると、以下のような知識が身につきます。 
1．大学で学ぶことの意味 
2．大学の学問分野が人文科学、社会科学、自然科学の 3 つから構成されていること。 
3．社会の 4 つの領域が何であるのか。 
4．社会現象を客観的に捉えるための工夫。 
5．「フリーター」「ボランティア行為」「オタク」といった言葉の意味や、「日本人の宗教
観」についての知識。 
6．近代⻄欧における社会学の誕⽣、社会変動の趨勢についての知識。 
 

19.教科書・教材 友枝敏雄･山田真茂留･平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』、みらい、2019 年 
20.参考文献 授業のなかで必要に応じて紹介します。 

21.成績評価 

授業中の質疑応答（20％） 
授業最後の１０分に書く「本日の授業内容の感想とコメント」（20％） 
中間レポート（30％） 
期末レポート（30％） 

22.コメント 

授業での質疑応答では、大きな声で答えて下さい。 
皆さんの前で、自分の考えをまとめた上で、きちんと発表し説明する訓練の場にしたいと思
います。 
毎回、授業の最後の１０分で、「本日の授業内容の感想とコメント」を書いてもらいます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 Ⅰ  社会学へのスタート  テキスト序章の予習 



 1．イントロダクション 
第 2 回 2．世界社会の動向と日本社会の動向 テキスト序章の予習 

第 3 回 
3. 大学で学ぶことの意味 
 テキスト序章の予習 

第 4 回 
4. 大学の学問分野−人文科学、社会科学、自然科学
− 
 

配付資料の予習 

第 5 回 
5．社会科学のなかの社会学−政治学、経済学、社会
学− 配付資料の予習 

第 6 回 6．社会学の研究対象としての社会の 4 つの領域 配付資料の予習 
第 7 回 7．社会現象を客観的に捉えることはできるのか 配付資料の予習 

第 8 回 
Ⅱ現代社会のアスペクト−個別のトピックから学ぶ− 
8．友人とは誰のことか？ 

テキスト第１章の予習/中間レポートの提出 

第 9 回 9．「絆」を強くすれば自殺は減るのか？ テキスト第２章の予習 
第 10 回 10．美容整形のきっかけとは？ テキスト第３章の予習 
第 11 回 11．日本人は宗教を信じていないのか？ テキスト第４章の予習 

第 12 回 
12．「未熟」な若者がフリーターやニートになるの
か？ 

テキスト第５章の予習 

第 13 回 
13. 日本人がオリンピックで日本代表を応援するの
は当たり前か？ 

テキスト第６章の予習 

第 14 回 14．「いい人」がボランティアになるのか？ テキスト第７章の予習 
第 15 回 15．「オタク」は孤独か テキスト第８章の予習/期末レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC108-
Y51 

2.科目名 神⼾の社会と文化 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学部 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

神⼾の社会は、多様な人々によって培われてきました。町のなかには、多様な歴史や⽣活が
⾊濃く残っています。山手キャンパスへ通学する際に、見慣れた風景が少し違って見える。
本講義では、社会学的に日常を考えることを目指します。 
本講義では、歴史・社会を軸とし、特にマイノリティと神⼾の関係を考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（S2）社会や文化についての科学的理解力、（3）多様性の理
解、（2）問題解決力の学修に関連しています。 
①神⼾の社会状況について、その概況を説明することができる。 
②神⼾の歴史や社会の成⽴を各種の社会学理論によって説明することができる。 
③それらの理論を使い、様々な地域社会を分析することができる。 

19.教科書・教材 関連資料を授業中に配布します。 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・毎時間のディスカッションペーパ  30 点（学習?標①） 
・ディスカッションレポート 30 点（学習目標①②） 
・期末レポート 40 点（学習目標①②③） 

22.コメント 
二人の担当者が、神⼾の社会、あるいは文化に焦点を当てた講義を１年おきにおこないま
す。 
2022 年度は山本が、神⼾の社会に焦点を当てた講義をおこないます。 

23.オフィスアワー 追記します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・［オリエンテーション］授業内容および?的につい
て、成績評価について 
・［講義］神⼾の社会と歴史 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 2 回】 

・［講義］誰もが満足にご飯が食べれるわけではない
（１） 
神⼾の⽣活困窮−⽕垂るの墓とヤングケアラー 
 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 3 回】 
・［講義］誰もが満足にご飯が食べれるわけではない
（２） 
神⼾の⽣活困窮と賀川豊彦 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 4 回】 
・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない
（１） 
神⼾とグローバリゼーション：旧居留地と華僑 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 5 回】 
・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない
（２） 
神⼾とグローバリゼーション：ブラジル日本人移⺠ 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 6 回】 ・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない ディスカッションペーパ の送付 



（３） 
神⼾とグローバリゼーション：在日朝鮮人 

【第 7 回】 
・［講義］差別と不平等にむきあって（１） 
神⼾と不平等：被差別部落 ディスカッションペーパ の送付 

【第 8 回】 ・［講義］差別と不平等にむきあって（２） 
神⼾と不平等：教育・夜間高校 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 9 回】 
・［講義］差別と不平等にむきあって（３） 
神⼾と不平等：社会福祉・コープこうべ 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 10 回】 
・［講義］あたらしい街をつくる（１） 
神⼾と阪神大震災ーボランティア元年 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 11 回】 
・［講義］あたらしい街をつくる（２） 
神⼾と阪神大震災ー負の遺産と戦い ディスカッションペーパ の送付 

【第 12 回】 ・［講義］あたらしい町をつくる（３） 
神⼾と阪神大震災ー神⼾市の市政から考える 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 13 回】 ・［講義］神⼾をあらためて知る 
神⼾の社会構造を考える 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 14 回】 
・［講義］神⼾は⽴ち直れるか？ 
神⼾の統計データを検討する 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 15 回】 ・［講義］ まとめ ディスカッションペーパ の送付 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC202-
A01 

2.科目名 社会調査論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】   
社会福祉援助活動全般を科学的根拠に基づいて進める上では、社会福祉現場での的確な調査
が求められる。 
  本講義では、社会福祉分野における調査の意義や役割を理解し、すすめ方や調査の方法に
ついて学び、社会福祉の実践現場に役⽴てていくことを目的とする 
【概要】 
社会調査の意義や役割、方法等について、リサーチクエスチョンの⽴て方から学び、社会福
祉実践と結びつけながら、量的調査や質的調査などの方法、倫理等について学ぶ 
毎回ノート PC 持参のこと 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の、(4)問題発見・解決力、（6)専門的知識・技能の活用力 の学修
に関連しています。 
本科目の目標は次のとおりです 
①社会調査の意義と役割について理解する 
②社会調査の方法について理解する 
③社会調査における倫理や個人情報保護について理解する 

19.教科書・教材 
一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟（2021）「最新・社会福祉士養成講座 
社会調査の基礎」中央法規 

20.参考文献 

笠原千絵・永田祐編著（2013）「地域の<実践＞を変える 社会福祉調査入門」 
社会福祉士養成講座編集委員会編（2015）「新・社会福祉士養成講座５ 社会調査の基礎」
中央法規 
平山尚 他著（2007）「ソーシャルワーカーのための社会福祉調査法」、ミネルヴァ書房 
武田丈著（2004）「ソーシャルワーカーのためのリサーチワークブック」ミネルヴァ書房 

21.成績評価 

 
・プレゼンテーション １５％ （学習目標①②に対応） 
   既存の調査データをもとに、尼崎市内の福祉の現状と課題について 
・小テスト（10％3 回）３０％ （学習目標②に対応） 
・授業内のワークシート等の課題 ２０％ （学習目標①③に対応） 
・調査計画のレポート ３５％  （学習目標①②③に対応） 
    詳細は授業中に説明します。 

22.コメント 

社会調査は、社会福祉の実践をよりよくしていく上で大きな役割を果たします。そして社会
には、多くの調査が実はあふれかえっています。 
みなさんも、この授業で、実践に役⽴つ調査を身に着けましょう。 
 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 オリエンテーション 〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 



社会調査への誘い〜社会調査とは何か〜 〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 
（以下、14 回まで同様） 
 

第２回 

社会調査の意義と目的 
 〜様々な社会調査とそこから見えてくるもの〜 
  〇既存の調査論文や報告書をもとに、ワークシー
トに落とし込み、発表しあう 
        〇ルーツ、イギリスの事例をもとに考える 
 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第３回 

リサーチクエスチョンをたてて育てる 
      〇目的・課題の明確化、仮説 
   
 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第４回 
社会調査における倫理と個人情報 
  
 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第 5 回 
社会調査のデザイン 
 ・考え方、プロセス 
 ・データの収集・分析 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第６回 
量的調査 ① 特徴と種類、調査票の作成・配布・回
収 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第７回 

量的調査 ② データの整理と分析   
 ・各自既存の調査票（質問紙）、依頼文等を探し、
印刷してくる。 
 ・それらを比較し、作成時の留意点を検討する 
 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第８回 

量的調査 ③ 既存の統計データを収集、加工し、分
析する 
   〇尼崎市について調べる 
   尼崎市 HP、統計でみるあまがさき、e-stat 等 

ノート PC 持ち込み 
〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 
 

第 9 回 
量的調査④・プレゼンテーションの準備 
 テーマ：尼崎市の福祉の現状と課題について 
     （Word 資料作成とパワポ資料作成） 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の



準備 

第 10 回 量的調査⑤ プレゼンテーション  
 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第 11 回 
質的調査① 概要と方法、サンプリング、データの整
理と分析 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第 12 回 
質的調査② 概要と方法、サンプリング、データの整
理と分析 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第 13 回 
質的調査③ 概要と方法、サンプリング、データの整
理と分析 

〇事前に教科書の該当箇所を読んでくる 
〇授業で出てきたキーワードの意味を復習し
ておく 
〇課題ワークシート等の検討と記入、資料の
準備 

第 14 回 レポートの進捗状況の共有とブラッシュアップ 
課題レポートの提出 
 

第 15 回 学習まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC202-
Y02 

2.科目名 社会調査論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 統計学Ⅰ 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
  人間が作り出す社会現象と社会行動を実証的に把握することによって、知識と経験の総合
化をはかることを目的とする。 
【授業概要】 
 社会調査論Ⅰでは、社会調査の歴史、意義、目的ならびに調査倫理を理解した上で、定量
的データと定性的データの収集方法やその取り扱い方を学ぶ。加えて、社会現象を把握する
方法として、収集した定量的データと定性的データについて、変数の操作的定義から仮説構
成に至る、社会調査の一連の科学的手続きの基礎的事項を学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①社会調査の目的、多様な方法、利用のされ方、調査倫理を理解する。 
②各種社会調査の方法に共通する変数ならびに仮説の考え方を身につけ、データの性質に応
じた取り扱  い方を習得する。（専門的知識・技能の活用） 
③社会調査における重要な専門用語についてまとめ、説明できる。（自律性） 
 

19.教科書・教材 
大谷信介他編 2013  『新・社会調査へのアプローチ』  ミネルヴァ書房   
 ※「社会調査論Ⅱ」と同じテキスト 
 

20.参考文献 

佐藤郁哉 2006  『フィールドワーク 【増訂版】』  新曜社 
栗田宣義編 1996  『メソッド／社会学』  川島書店 
 ※この他、授業内で適宜紹介する。 
 

21.成績評価 

■ レジュメ作成・発表  20% 学習目標①②に対応 (評価点 12%以上が合格最低ライン) 
 評価基準 担当箇所のレジュメ作成(10％) と発表(10％)  
  レジュメ作成：担当箇所がポイントを押さえて簡潔に要約されているか、10 点満点で評
価する。 
 レジュメ発表：受講者にわかりやすく担当箇所を解説できるか、10 点満点で評価する。 
■専門用語解説課題  40%   学習目標①②③に対応 (評価点 24%以上が合格最低ライ
ン) 
 専門用語の個数、選択基準、まとめ方、レポートの形式の 4 つの観点について 5 段階 

22.コメント 

社会調査士資格関連科目ですが、資格を取得しない方も大歓迎します。特に、卒業研究で実
証的研究（質問紙調査、インタビュー調査等）をしたいと考えている人には、お薦めの科目
です。 
また、同一教科書で連続性がありますので、社会調査論Ⅱ（秋学期開講）も推奨科目として
挙げておきます。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
「オリエンテーション」（授業の進め方、社会調査の
目的と意義等） 
 

次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 

第 2 回 
「社会調査の歴史」について理解する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 3 回 
「社会調査の事前準備」（官庁統計、国勢調査、デー
タベース）に必要なことを学習する。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 4 回  「社会調査の多様な方法」について学ぶ。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 5 回 「記述と説明、概念と変数」について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 6 回 
「命題と仮説」について理解し、実際に仮説を⽴てて
考察する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 7 回 
「仮説的思考とこれまでのまとめ」を行い、考察す
る。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 8 回 
「量的調査①」（定量的データの特性、質問紙調査
等）について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 9 回 
「量的調査①」（定量的データの特性、質問紙調査
等）について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 10 回 
「質問紙調査についてのまとめ」により、総括を行
う。さらに、社会調査実習に関わるグループワークを

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 



実践する。 
 

次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 11 回 
「質的調査①」（定性的データの特性、フィールドワ
ーク等）について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 12 回 
「質的調査②」（事例研究、インフォーマントとラポ
ール）について学修する。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 13 回 

「質的調査と量的調査」（様々なバイアスと使い分
け）を比較検討しながら、両者について理解を深め
る。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 14 回 「調査倫理」について学び、考察する。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 15 回 総括試験 総括試験の自己採点を行い、ふりかえる。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC202-
m01 

2.科目名 社会調査論Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 2 年 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 統計学Ⅰ 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
  人間が作り出す社会現象と社会行動を実証的に把握することによって、知識と経験の総合
化をはかることを目的とする。 
【授業概要】 
 社会調査論Ⅰでは、社会調査の歴史、意義、目的ならびに調査倫理を理解した上で、定量
的データと定性的データの収集方法やその取り扱い方を学ぶ。加えて、社会現象を把握する
方法として、収集した定量的データと定性的データについて、変数の操作的定義から仮説構
成に至る、社会調査の一連の科学的手続きの基礎的事項を学ぶ。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①社会調査の目的、多様な方法、利用のされ方、調査倫理を理解する。 
②各種社会調査の方法に共通する変数ならびに仮説の考え方を身につけ、データの性質に応
じた取り扱  い方を習得する。（専門的知識・技能の活用） 
③社会調査における重要な専門用語についてまとめ、説明できる。（自律性） 
 

19.教科書・教材 
大谷信介他編 2013  『新・社会調査へのアプローチ』  ミネルヴァ書房   
 ※「社会調査論Ⅱ」と同じテキスト 
 

20.参考文献 

佐藤郁哉 2006  『フィールドワーク 【増訂版】』  新曜社 
栗田宣義編 1996  『メソッド／社会学』  川島書店 
 ※この他、授業内で適宜紹介する。 
 

21.成績評価 

■ レジュメ作成・発表  20% 学習目標①②に対応 (評価点 12%以上が合格最低ライン) 
 評価基準 担当箇所のレジュメ作成(10％) と発表(10％)  
  レジュメ作成：担当箇所がポイントを押さえて簡潔に要約されているか、10 点満点で評
価する。 
 レジュメ発表：受講者にわかりやすく担当箇所を解説できるか、10 点満点で評価する。 
■専門用語解説課題  40%   学習目標①②③に対応 (評価点 24%以上が合格最低ライ
ン) 
 専門用語の個数、選択基準、まとめ方、レポートの形式の 4 つの観点について 5 段階 

22.コメント 

社会調査士資格関連科目ですが、資格を取得しない方も大歓迎します。特に、卒業研究で実
証的研究（質問紙調査、インタビュー調査等）をしたいと考えている人には、お薦めの科目
です。 
また、同一教科書で連続性がありますので、社会調査論Ⅱ（秋学期開講）も推奨科目として
挙げておきます。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 



 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
「オリエンテーション」（授業の進め方、社会調査の
目的と意義等） 
 

次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 

第 2 回 
「社会調査の歴史」について理解する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 3 回 
「社会調査の事前準備」（官庁統計、国勢調査、デー
タベース）に必要なことを学習する。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 4 回  「社会調査の多様な方法」について学ぶ。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 5 回 「記述と説明、概念と変数」について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 6 回 
「命題と仮説」について理解し、実際に仮説を⽴てて
考察する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 7 回 
「仮説的思考とこれまでのまとめ」を行い、考察す
る。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 8 回 
「量的調査①」（定量的データの特性、質問紙調査
等）について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 9 回 
「量的調査①」（定量的データの特性、質問紙調査
等）について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 10 回 
「質問紙調査についてのまとめ」により、総括を行
う。さらに、社会調査実習に関わるグループワークを

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 



実践する。 
 

次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 11 回 
「質的調査①」（定性的データの特性、フィールドワ
ーク等）について学修する。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 12 回 
「質的調査②」（事例研究、インフォーマントとラポ
ール）について学修する。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 13 回 

「質的調査と量的調査」（様々なバイアスと使い分
け）を比較検討しながら、両者について理解を深め
る。 
 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 14 回 「調査倫理」について学び、考察する。 

前回学習した範囲から重要な用語を抜き出
し、まとめておく。 
次回学習するテーマについて、教科書で予習
し、疑問点を抽出しておく。（120 分） 
 

第 15 回 総括試験 総括試験の自己採点を行い、ふりかえる。 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC205-
Y01 

2.科目名 データ解析Ⅰ （1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学専攻・データサイエンス専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 該当なし 11.先修条件 基礎統計学、社会統計学を履修しているこ
とが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、統計解析ソフト SPSS を使い、データ解析の基本的な手順を学びます。 
自分の知りたいことに応じて、適切なデータ分析ができるようになることを目指します。 
【概要】 
授業では、SPSS の基本的な使い方、データの出力と解釈の方法、変数の変換、二変数の分
析について順に学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は、DP（6）専門知識・技能の活用力に対応しています 
1）SPSS の使い方を理解し、必要なデータを適切に処理できる 
2）基本統計量をはじめとした初歩的なデータ分析を適切に処理できる 
3）二変数の分析と検定結果を出力でき、適切な解釈ができる 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します。 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します。 

21.成績評価 
出力結果の提出…5%×8…学修目標 1 と対応 
中間レポート…20%…学修目標 2 と対応 
期末プレゼンテーション…40%…学修目標 3 と対応 

22.コメント 
データ分析の基礎を身につけ、プレゼンテーションのかたちで報告できることを目指しま
す。積極的な参加を期待します。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション、SPSS の使い方 授業の復習 

2 
データセットの読み取り、ラベルのつけ方、欠損値の
入力 

授業の復習 
出力結果の提出 

3 単純集計、基本統計量の出力 授業の復習 
出力結果の提出 

4 データの変換（1）尺度の変換 
授業の復習 
出力結果の提出 

5 データの変換（2）差の変数や組み合わせ変数の作成 
授業の復習 
出力結果の提出 

6 一変数の出力のまとめ 中間レポートの提出 

7 平均値の差の検定、⺟比率の検定 
授業の復習 
出力結果の提出 

8 相関係数と散布図の出力 
授業の復習 
出力結果の提出 

9 クロス集計表の統計量の出力 授業の復習 



出力結果の提出 

10 回帰分析 授業の復習 
出力結果の提出 

11 実データの分析（1） 
授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

12 実データの分析（2） 
授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

13 実データの分析（3） 
授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

14 実データの分析（4） 授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

15 プレゼンテーション 授業の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC205-
Y02 

2.科目名 データ解析Ⅰ （2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学専攻・データサイエンス専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 該当なし 11.先修条件 基礎統計学、社会統計学を履修しているこ
とが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、統計解析ソフト SPSS を使い、データ解析の基本的な手順を学びます。 
自分の知りたいことに応じて、適切なデータ分析ができるようになることを目指します。 
【概要】 
授業では、SPSS の基本的な使い方、データの出力と解釈の方法、変数の変換、二変数の分
析について順に学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は、DP（6）専門知識・技能の活用力に対応しています 
1）SPSS の使い方を理解し、必要なデータを適切に処理できる 
2）基本統計量をはじめとした初歩的なデータ分析を適切に処理できる 
3）二変数の分析と検定結果を出力でき、適切な解釈ができる 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します。 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します。 

21.成績評価 
出力結果の提出…5%×8…学修目標 1 と対応 
中間レポート…20%…学修目標 2 と対応 
期末プレゼンテーション…40%…学修目標 3 と対応 

22.コメント 
データ分析の基礎を身につけ、プレゼンテーションのかたちで報告できることを目指しま
す。積極的な参加を期待します。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション、SPSS の使い方 授業の復習 

2 
データセットの読み取り、ラベルのつけ方、欠損値の
入力 

授業の復習 
出力結果の提出 

3 単純集計、基本統計量の出力 授業の復習 
出力結果の提出 

4 データの変換（1）尺度の変換 
授業の復習 
出力結果の提出 

5 データの変換（2）差の変数や組み合わせ変数の作成 
授業の復習 
出力結果の提出 

6 一変数の出力のまとめ 中間レポートの提出 

7 平均値の差の検定、⺟比率の検定 
授業の復習 
出力結果の提出 

8 相関係数と散布図の出力 
授業の復習 
出力結果の提出 

9 クロス集計表の統計量の出力 授業の復習 



出力結果の提出 

10 回帰分析 授業の復習 
出力結果の提出 

11 実データの分析（1） 
授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

12 実データの分析（2） 
授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

13 実データの分析（3） 
授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

14 実データの分析（4） 授業の復習 
プレゼンテーションの作成 

15 プレゼンテーション 授業の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC208-
M01 

2.科目名 家族社会学 3.単位数 1 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義（一部演習を含む） 

16.履修制限 原則として、第１回目の授業に出席した者に限ります。無断欠席の場合は、履修を取り消す
ことがあります。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、家族をめぐる基礎的概念や近年の動向を理解するとともに、家族の過去・現
在・未来について、自分の⽣き方と社会のあり方とを関連づけながら考える姿勢を養うこと
を目的とします。 
【概要】日本の「家族」および「家庭」は、急激な社会の変化にともない、この半世紀ほど
の間に大きく変わったと言われています。日本人のライフスタイルにも変化が見られ、夫婦
とは、親子とは、そして家族・家庭とは、いったい何なのかが改めて問われています。家族
はどのように変わりつつあり、家庭はどのような方向に進もうとしているのでしょうか。授 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目は、DP（ディプロマ・ポリシー）の「多様性理解」「コミュニケーションスキル」
の学修に関連しています。 
①自分の育った家族や家族イメージについて他人に語ることができる。（レポート課題１） 
②自分の結婚観について論理的に説明することができる。（レポート課題２） 
③家族の基礎的概念や近年の動向について説明することができる。（ワークシート/アンケー
ト） 
④看護師国家試験の出題される家族社会学に関わる問題について知る。（小テスト） 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。資料は適宜、WebClass 等で配付します。 
20.参考文献 山田昌弘『結婚不要社会』朝日新聞出版、2019 年（朝日新書 717） 

21.成績評価 

4 項目をもとに総合的に行います。 
○レポート（課題１）：25％（目標①） 
○レポート（課題２）：25％（目標②） 
○ワークシート・アンケート・オークション：35％（計 7 回を予定）（目標③） 
○小テスト：15％（3 回を予定）（目標④） 

22.コメント 

①〜⑨を了解できる人のみ履修してください。 
①土曜日Ⅲ限・Ⅳ限（4 月 23 日、5 月 7 日、5 月 21 日、6 月 4 日）に出席できる 
 ⇒8 回しかありませんので、3 回休むと資格喪失になります。 
②自分の家族・家庭や結婚観について語ることができる 
 ⇒自己開示が苦手な人には不向きです。 
③正解がない課題に正面から向き合うことができる 
 ⇒深く考えることが嫌いな人には不向きです。 
④出欠は原則として「ワークシート」「小テスト」で確認する 
 ⇒ 課題を提出しなければ欠席になることがありますので、ご注意ください。 
   受講⽣数が少なければ口頭で出席をとることもあります。 
⑤何らかの事情で休講になった場合は補講をおこなうことがあります 
 ⇒日程や進め方は追ってご連絡します。 
⑥新型コロナウイルス再拡大も予想されるため、ZOOM を使って授業を行います。 
⑦WebClass を使って授業を行います。パソコンとスマートフォン両方を使います。 
 ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 



⑧教室で受講する場合は、PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットを持
参してください。 
⑨社会情勢（緊急事態宣言の発出など）により今後、授業の進め方が変更になるかもしれま
せん。 
 

23.オフィスアワー 

【神⼾山手キャンパス】 
○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み（1320 研究室） 
○センターオフィスアワー⇒：⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
※遠隔授業ですので、WebClass、Outlook メール、ZOOM（予約制）で質問等を受けつけ
ます。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
4/23 Ⅲ限 

○オリエンテーション（授業の内容・進め方・評価
等） 
○講義：看護師国家試験出題基準にみる「家族」 
○第１回レポート課題告知：「家族へのメッセージ
──今だから言えること」 
○ワーク：家族のイメージ 

提出物：ワークシート 
 

第２回 
4/23 Ⅳ限 

○ワーク：疑似家族の編成（グループ分け） 
 家族構成やファミリーコンセプトを設定する。 
○ワーク：ファミリー紹介 

提出物：小テスト 
              ワークシート 

第３回 
5/7  Ⅲ限 

○ワーク：第 1 回レポートの発表 提出物：第 1 回レポート 
 

第４回 
5/7 Ⅳ限 

○ワーク：第 1 回レポートの発表（続） 
○講義：データでみる家族① 
○ワーク：家族の範囲に関するアンケート  
 

提出物：ワークシート 
              小テスト 
              
              
 

第５回 
5/21 Ⅲ限 

○講義：日本における結婚の変遷 
○ワーク：結婚観に関するアンケート 
 

提出物：アンケート 
復習：今回の復習 

第６回 
5/21 Ⅳ限 

○ワーク：結婚相手はどんな人？（オークションの実
施） 
○講義：データでみる家族② 
○第２回レポート課題告知「結婚する？ しない？ ：
わたしの結婚観」 
 

提出物：オークション 
    小テスト 
復習：今回の復習 
 

第７回 
6/4 Ⅲ限 

○講義：オークション／アンケート結果の発表。 
○ワーク：結果をもとに現代の結婚観について考え
る。 
 

提出物： ワークシート 
 

第８回 
6/4 Ⅳ限 

○講義：授業のふりかえり 
○ワーク：授業アンケート 

提出物：ワークシート 

   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC213-
Y01 

2.科目名 社会調査法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 2 年⽣〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
データを収集し、それを分析可能な形に加工していくスキルを身につける。実際に調査票を
作成し、それをもとにデータのコーディング、クリーニングの手法を習得する。質的調査に
ついては文献購読によってフォローする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①社会調査に必要な考え方を身につけ、調査企画書を作成することができる。 
②調査企画書にもとづいた調査票の作成と適切なサンプリングができる。 
③社会調査の実査の方法を身につけ、収集したデータを整理しまとめることができる。 

19.教科書・教材 毎回、テキストまたは資料を配布します。 
20.参考文献 伊達平和・高田聖治『社会調査法』学術図書出版社、2020 年 

21.成績評価 

社会調査の企画書の作成…30 点［学習目標①に対応］ 
量的調査の調査票の作成…20 点［学習目標②に対応］ 
量的調査のサンプリングに関する課題…20 点［学習目標②に対応］ 
データを適切に整理し、まとめた資料の作成…30 点［学習目標③に対応］ 

22.コメント 
第 2 回の授業までに「社会調査論」で学習した内容を復習しておくこと。 
授業では適宜グループワークを実施します。 

23.オフィスアワー 個人研究室：  
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション：社会調査のプロセス 復習：与えられた課題をする 

【第 2 回】 何のための社会調査か：「社会調査論」の復習 
準備学習：「社会調査論」のテキストを読む 
復習：与えられた課題をする 

【第 3 回】 調査企画書の作成①：「よい問い」とは何か 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 4 回】 調査企画書の作成②：グループインタビュー 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 5 回】 調査企画書の作成③：仮説を考える 
準備学習および宿題：「調査企画書」を完成
させる 

【第 6 回】 調査票の作成①：質問文を作成する 

準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする（質問文の作
成） 

【第 7 回】 調査票の作成②：選択肢を作成する 準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 



復習：与えられた課題をする（選択肢の作
成） 

【第 8 回】 調査票の作成③：調査依頼文、全体の構成 準備学習・宿題：調査票を完成させる 

【第 9 回】 サンプリング①：標本調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 10 回】 サンプリング②：インターネット調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 11 回】 実査の方法①：質問紙調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 12 回】 調査データの整理①：コーディング 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 13 回】 実査の方法②：インタビュー調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 14 回】 調査データの整理②：フィールドノート 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 15 回】 まとめ 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC214-
Y01 

2.科目名 労働社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・（観光学科 2019 年度以降入学
⽣）・社会学科 9.履修学年 

2 年〜 
   総合社会学科 社会
学フィールドの専門科
目：履修者が多い場合
は総合社会学科の学⽣
優先となります。 

10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 現在、日本は少子高齢化社会の進行の中で、仕事のあり方も大きく変化している。そうい
った状況下での職業、仕事、会社のありかたなどについての具体的な事例などを通して考え
ていく。 現在、労働のあり方、雇用環境に大きな変化があり、大学⽣の就職、非正規労働
力率の高まり、⻑期安定雇用の減少といったさまざまな課題を抱えている。 
 さらに外国人労働者などが日本の労働市場に多く参入するようになってきた。こうした変
化の実態を映像資料や各種の統計などを通して理解し、今後の労働のあり方について検討す
ることである。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は 総合社会学科の DP の「S1.修得した知識技能を通して、現代社会の諸
問題を総合的に理解する力」「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」の学修に関
連している。 
①日本的雇用システムによって、家族のかたち、日本型福祉や社会政策がどのように規定さ
れてきたのか、それが現在どのように変化してきたのかについて理解し説明できる。 
②女性、非正規労働者、高齢者など、多様な働き方の現状と課題に理解し、説明できる。 
③日本での外国人労働者の現状や抱える課題、日本の労働市場に与える影響などを理解し、
説明できる。 
④グローバル化の進行の中で、今後の労働のあり方がどのように変換していくかについて理
解し、説明できる。 
⑤現代日本企業のあり方やその変化の動向を学び、大学卒業後の自らの働き方や⽣活につい
て理解し、説明することができる。 

19.教科書・教材 
指定なし 
 必要な資料は授業中に配布するか、WEB CLASS にアップします 
 

20.参考文献 
今野晴貴 『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』文芸春秋 
竹ノ下弘久『仕事と不平等の社会学』弘文堂 
石田淳『相対的剥奪の社会学：不平等と意識のパラドクス』東京大学出版会． 

21.成績評価 

授業で提出するレポート 40％   （学習目標①と②と③に対応） 
中間レポート 20％ 
最終レポート 40％       （学習目標③と④と⑤に対応） 
  最終レポートは授業の関連する資料を読んで、現在の労働について社会学的な観点から
考察する内容 
  レポートは採点・講評をして各自に返却します。基準に満たない場合は再提出が必要と
なります。 



22.コメント 

 講義で事例として取り上げるのが日本での事例が中心のため、日本の現状に一定の理解が
必要になります。例年、留学⽣には単位取得が難しい科目となっています。 
 大学を卒業後、多くの学⽣が就職することになるであろう。職業、仕事、会社などについ
ての疑問や関心などをデータなどを用いて現実を考えていくのが労働社会学です。それを通
して自分がいま⽣きているこの社会のあり方を相対化することにつなげていくことが目的で
す｡そのためには関連する情報を自分で集めたり､本を読んだりすることが必要です｡ 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜日 3 時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
日本の現状：少子高齢化の中での働くこと 
 高齢化社会の労働者 高齢者の労働状況 

【復習】配布資料の復習 
 

【第 2 回】 
雇用システムの変化 ① 日本型雇用システム 
 日本の企業と働く社会を考える 
 自分が将来就きたい職業について考える 

【復習】配布資料の復習 
【次回の予習】次週の授業内容に関連した動
画の視聴(動画は WEB CLASS にアップ) 

【第 3 回】 
雇用システムの変化 ② 雇用の多様化  
 日本型雇用慣行の今後 
 企業の経営戦略の変化と雇用の未来 

【復習】配布資料の復習 
【次回の予習】次週の授業資料配布 

【第 4 回】 

雇用システムの変化 ③ 非正規雇用 ニート、フリ
ーター 
  1990 年代初頭のフリーターが登場した背景と非
正規雇用の増加 
  非正規雇用からから正規雇用への移行の困難さ 

【復習】レジュメの復習 
【次回の予習】中間レポートの課題を配布 
課題の資料を読んで不明点などは次の時間に
質問してください 

【第 5 回】 女性と仕事 ① 就業構造の変化 
 社会の変化と岐路に⽴つ日本型福祉社会 

【復習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』P229-233 
【予習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』P229-233 

【第 6 回】 
女性と仕事 ② 均等法の成⽴・改正とその影響 
 職場における男女平等の道のり―男女雇用機会均等
法施行以降 

【復習】 小川 慎一 他著 『「働くこと」
を社会学する 産業・労働社会学』P229-233 
【予習】小川 慎一 他著 『「働くこと」を
社会学する 産業・労働社会学』P224-254 

【第 7 回】 

女性と仕事 ③ 非正規雇用と女性 女性の貧困 
 性別役割分業 
 育児休業と継続就業 
 主婦パートの現在 

【復習】小川 慎一 他著 『「働くこと」を
社会学する 産業・労働社会学』P224-254 
【予習】次週の授業内容に関連した動画の視
聴(動画は WEB CLASS にアップ) 

【第 8 回】 

仕事を取りまく制度 
 働き始める前に知っておいて欲しいこと 
 労働に関する法のしくみ、労働基準法、労働組合、
労使協議 

【復習】中間レポートの提出締め切り 
 中間レポートは第 9 回目の授業に返却予
定  
【予習】授業の関連する動画の視聴し、課題
を WEB CLASS で回答 

【第 9 回】 
働き方はどう変わってきたか：技術革新と職場の変化 
 情報通信技術が変える社会 

【復習】小川 慎一 他著『「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』P123-P139 
【予習】次回のレジュメを配布しますので読
んできてください 

【第 10 回】 
過労死・過労自殺 ブラック企業 
 ブラック企業とは、低賃金・⻑時間労働、うつ病、
過労死 

【復習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』 P123-P139 
【予習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』 P205-228 

【第 11 回】 大学⽣の就活問題 【復習】小川 慎一 他著『「働くこと」を社



 日本のメリトクラシー 
 日本の学歴社会 
 

会学する 産業・労働社会学』 P123-P139 
【予習】最終レポートの課題を配布。課題の
資料を読んで不明点などは次の時間に質問し
てください 

【第 12 回】 グローバル化と働くこと① 海外で働くとは 

【復習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』閣 P255-
P260 
【予習】小川 慎一 他著『「働くこと」を社
会学する 産業有斐閣テキスト P261-278 

【第 13 回】 
グローバル化と働くこと② 日本における外国人労働
者 
 日本における外国人労働者：日系人と技能実習⽣ 

【復習】 小川 慎一 他著 『「働くこと」
を社会学する 産業・労働社会学』有斐閣 
P123-P139 
【次回の予習】 小川 慎一 他著 『「働く
こと」を社会学する 産業・労働社会学』有
斐閣 P205-228 

【第 14 回】 

感情労働  
 感情労働の概念 
 対人サービス業における感情労働 
 感情労働―現代社会における労働の変容 
 

【復習】配布資料の復習 
最終レポートの最終提出締切 
最終レポートは 15 回目に返却 

【第 15 回】 
まとめ 
最終レポートの返却と講評 

コメントを書いた最終レポートを返却しま
す。基準に達していない学⽣は再提出が必要
となります。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC216-
Y01 

2.科目名 文化社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一、真鍋公希 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 該当なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

本講義は文化を通じて社会について理解を深めるための視点や感性および思考の獲得をめざ
すものである。 
なお、授業では文化のなかでも特に音楽や映像作品といったメディア文化やポピュラー文化
をとりあげる。これらの背景には「メディア状況」「社会構造」「時代性」「⺠族性」「ジェン
ダー」など、現代社会を象徴するさまざまなテーマを見出すことが可能である。 
本講義の目的は文化社会学の知見や先行研究を紹介しつつ、こうした分析や考察を通じて、
ひろく文化と社会のつながりについて考える力を身につけるものである。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S2）社会や文化について科学的に理解する力、（S3）新たな文
化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発展に貢献する力の学修に関連している。  
本科目の学習目標は次のとおり。 
①ポピュラー文化を題材に、メディアと社会の関係について説明できる。 
②メディア、文化社会学に関する理論を説明できる。 

19.教科書・教材 板書と視聴覚メディアを利用した講義形式。教科書は使用せず印刷物を配布する。 
20.参考文献 授業内で適宜紹介します。 

21.成績評価 
授業中におこなう小レポート（20 点） [学習目標①②に対応］ 
中間レポート（40 点） [学習目標①②に対応］ 
期末レポート（40 点） [学習目標①②に対応］ 

22.コメント 1~7 回を永井、8~１４回を真鍋が担当し、15 回目のまとめは二人で行います。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜 4 限  学修支援センター：木曜 4 限（永井） 
個人研究室：⽕曜 4 限  学習支援センター：木曜 3 限（真鍋） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［講義］はじめに――「文化」とは何か 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 2 回】 ［講義］オーディエンス 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 3 回】 ［講義］文化産業 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 4 回】 ［講義］メディアはメッセージ 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 5 回】 ［講義］文化の祝祭化 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 6 回】 ［講義］音楽とジェンダー、セクシュアリティ 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 7 回】 
［講義］文化と社会階層・政治――ブリットポップと
クールブリタニア 

準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 8 回】 ［講義］映画に映し出された社会 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 



【第 9 回】 ［講義］映画の文法：ショットのつなぎ方と意味 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 10 回】 ［講義］初期映画と映画の受容 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 11 回】 ［講義］アニメーション・映画・CG 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 12 回】 ［講義］写真とインスタグラム 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 13 回】 
［講義］作品の受容（1）：物語消費・データベース
消費 

準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 14 回】 ［講義］作品の受容（2）：メディアミックス 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 15 回】 ［講義］まとめ 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC307-
Y01 

2.科目名 現代家族論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 教員免許状 高校（公
⺠）、中学（社会） 

11.先修条件 「社会学概論」を履修済が望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
原則として、第１回目の授業に出席した者に限ります。無断欠席の場合は、履修を取り消す
場合もあるので、注意してください。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、家族の過去、現在、未来について、自分の⽣き方と社会のあり方とを関連づけ
ながら考えるようになることを目指します。 
日本の「家族」および「家庭」は、急激な社会の変化にともない、この半世紀ほどの間に大
きく変わったと言われています。日本人のライフスタイルにも変化が見られ、夫婦とは、親
子とは、そして家族・家庭とは、いったい何なのかが改めて問われています。家族はどのよ
うに変わりつつあり、家庭はどのような方向に進もうとしているのでしょうか。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「多様性理解」の学修に関連してい
ます。 
①自分の育った家族について他人に語ることができる。 
②自分の結婚観について論理的に説明することができる。 
③ワークファミリーバランスの現状について、問題点を指摘することができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。毎回の配布資料は WebClass 等に挙げます。 

20.参考文献 
○山田昌弘『結婚不要社会』朝日新聞出版,2019 年（朝日新書 717) 
他については適宜、紹介していきます。 

21.成績評価 

・第１回レポート（テーマⅠ）⇒20％¨（目標①） 
・第２回レポート（テーマⅡ）⇒20％（目標②） 
・第３回レポート（テーマⅢ）⇒20％（目標③） 
・プレゼンテーション（ファミリー単位）⇒10％（目標③） 
・毎時間の課題（アサイメント含む）⇒30％（目標①〜③） 
 

22.コメント 

●遠隔授業（神⼾山手キャンパス発信・三木キャンパス受信）で行います。 
●今後、新型コロナウイルス感染拡大が予想されるため、ZOOM を使って授業を行います。 
●WebClass と Zoom を併用を原則として授業を行います。パソコンとスマートフォン両方
を使います。 
ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
●PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットを持参してください。 
●社会情勢（緊急事態宣言の再々発出など）により今後、授業の進め方が変更になるかもし
れません。 
 ご了承ください。 
 

23.オフィスアワー 

【神⼾山手キャンパス】 
○センタオフィスアワーー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
○研究室オフィスアワー⇒⽕曜Ⅲ限（1320 研究室） 
※三木キャンパス受講⽣には、WebClass やメール、ZOOM（予約制）で対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 
 4 月 11 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？① 
○オリエンテーション（授業の内容・進め方・評価
等） 
○ワーク：「家族」という言葉から何を連想するか？ 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 
 

第２回 
 4 月 18 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？② 
○ワーク：疑似家族の編成（グループ分け） 
○ワーク：家族構成やファミリーコンセプトを設定
し、発表する。 
○ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケート 
●第 1 回レポート告知 

提出物：ワークシート 
           ：アンケート 
復習：今回の復習 

第３回 
 4 月 25 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？③ 
ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケートの
結果をもとに、家族の多様性について考える。  
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第４回 
 5 月 2 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？④ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第５回 
 5 月 9 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？⑤ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表
（続き） 
○テーマのふりかえり  
 

提出：アンケート 
復習：今回の復習 

第６回 
5 月 16 日 

 
 テーマⅡ：「結婚」について考える① 
○講義：日本における結婚の変遷 
○ワーク：結婚観に関するアンケート 
 

提出物：オークション 
復習：今回の復習 

第７回 
5 月 23 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える② 
○ワーク：結婚相手はどんな人？（オークションの実
施） 
○第２回レポート課題告知 
 「結婚する／しない？：わたしの結婚観」 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第８回 
5 月 30 日 

テーマⅡ：｢結婚」について考える③ 
○講義：オークション結果の発表 
○ワーク：アンケート結果をもとに結婚観について考
える 
○講義：データからみた日本の結婚（続） 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第９回 
6 月 6 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える④ 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第１０回 
6 月 13 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える① 
○ワーク：第 2 回レポートの発表（続） 
○第３回レポート課題告知 

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 



「ウィズコロナ、アフターコロナ時代の働き方と家
族：私たちはこう考える」 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（ファミ
リー単位） 

第１１回 
6 月 20 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える② 
○講義：新聞記事の検索：『聞蔵』を中心に 
○ワーク：テーマに関する記事検索 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（2 回
目） 

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 

第１２回 
 6 月 27 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える③ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（3 回目）  
  テーマと方向性、役割分担を決める。 

○予習：資料の収集 

第１３回 
 7 月 4 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える④ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（4 回目） 
  持ち寄ったデータを整理しまとめる。プレゼン資
料の作成 

持参するもの：ノートＰＣ、調べてきた記事 
授業外グループ学習：テーマについて分担し
て調査 

第１４回 
 7 月 11 日 
 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑤ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位） 
 

提出物：ワークシート 

第１５回 
 7 月 25 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑥ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位）
（続） 
○講義：テーマのふりかえり 
○授業アンケートの実施 

提出物：ワークシート 
              第 3 回レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC307-
m01 

2.科目名 現代家族論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 教員免許状 高校（公
⺠）、中学（社会） 

11.先修条件 「社会学概論」を履修済が望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 
原則として、第１回目の授業に出席した者に限ります。無断欠席の場合は、履修を取り消す
場合もあるので、注意してください。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、家族の過去、現在、未来について、自分の⽣き方と社会のあり方とを関連づけ
ながら考えるようになることを目指します。 
日本の「家族」および「家庭」は、急激な社会の変化にともない、この半世紀ほどの間に大
きく変わったと言われています。日本人のライフスタイルにも変化が見られ、夫婦とは、親
子とは、そして家族・家庭とは、いったい何なのかが改めて問われています。家族はどのよ
うに変わりつつあり、家庭はどのような方向に進もうとしているのでしょうか。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の「多様性理解」の学修に関連してい
ます。 
①自分の育った家族について他人に語ることができる。 
②自分の結婚観について論理的に説明することができる。 
③ワークファミリーバランスの現状について、問題点を指摘することができる。 

19.教科書・教材 教科書は使用しません。毎回の配布資料は WebClass 等に挙げます。 

20.参考文献 
○山田昌弘『結婚不要社会』朝日新聞出版,2019 年（朝日新書 717) 
他については適宜、紹介していきます。 

21.成績評価 

・第１回レポート（テーマⅠ）⇒20％¨（目標①） 
・第２回レポート（テーマⅡ）⇒20％（目標②） 
・第３回レポート（テーマⅢ）⇒20％（目標③） 
・プレゼンテーション（ファミリー単位）⇒10％（目標③） 
・毎時間の課題（アサイメント含む）⇒30％（目標①〜③） 
 

22.コメント 

●遠隔授業（神⼾山手キャンパス発信・三木キャンパス受信）で行います。 
●今後、新型コロナウイルス感染拡大が予想されるため、ZOOM を使って授業を行います。 
●WebClass と Zoom を併用を原則として授業を行います。パソコンとスマートフォン両方
を使います。 
ノートＰＣのみならずスマホにも Zoom をインストールしておいてください。 
●PC、スマホをフル充電し、イヤホンもしくはヘッドセットを持参してください。 
●社会情勢（緊急事態宣言の再々発出など）により今後、授業の進め方が変更になるかもし
れません。 
 ご了承ください。 
 

23.オフィスアワー 

○センタオフィスアワーー⇒⽕曜昼休み（神⼾山手キャンパス 1 号館 2 階ラーニングコモン
ズ） 
○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み（神⼾山手キャンパス 1320 研究室） 
※三木キャンパス受講⽣には、WebClass やメール、ZOOM（予約制）で対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 
 4 月 11 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？① 
○オリエンテーション（授業の内容・進め方・評価
等） 
○ワーク：「家族」という言葉から何を連想するか？ 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 
 

第２回 
 4 月 18 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？② 
○ワーク：疑似家族の編成（グループ分け） 
○ワーク：家族構成やファミリーコンセプトを設定
し、発表する。 
○ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケート 
●第 1 回レポート告知 

提出物：ワークシート 
           ：アンケート 
復習：今回の復習 

第３回 
 4 月 25 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？③ 
ワーク：「家族の範囲」についてのミニアンケートの
結果をもとに、家族の多様性について考える。  
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第４回 
 5 月 2 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？④ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第５回 
 5 月 9 日 

テーマⅠ：「家族」って何だろう？⑤ 
○ワーク：第１回レポート、ファミリー代表の発表
（続き） 
○テーマのふりかえり  
 

提出：アンケート 
復習：今回の復習 

第６回 
5 月 16 日 

 
 テーマⅡ：「結婚」について考える① 
○講義：日本における結婚の変遷 
○ワーク：結婚観に関するアンケート 
 

提出物：オークション 
復習：今回の復習 

第７回 
5 月 23 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える② 
○ワーク：結婚相手はどんな人？（オークションの実
施） 
○第２回レポート課題告知 
 「結婚する／しない？：わたしの結婚観」 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第８回 
5 月 30 日 

テーマⅡ：｢結婚」について考える③ 
○講義：オークション結果の発表 
○ワーク：アンケート結果をもとに結婚観について考
える 
○講義：データからみた日本の結婚（続） 
 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第９回 
6 月 6 日 

テーマⅡ：「結婚」について考える④ 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー内発表 
○ワーク：第２回レポート、ファミリー代表の発表 
○テーマのふりかえり 

提出物：ワークシート 
復習：今回の復習 

第１０回 
6 月 13 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える① 
○ワーク：第 2 回レポートの発表（続） 
○第３回レポート課題告知 

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 



「ウィズコロナ、アフターコロナ時代の働き方と家
族：私たちはこう考える」 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（ファミ
リー単位） 

第１１回 
6 月 20 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える② 
○講義：新聞記事の検索：『聞蔵』を中心に 
○ワーク：テーマに関する記事検索 
○ワーク：テーマに関するディスカッション（2 回
目） 

提出物：ワークシート 
予習：資料収集 

第１２回 
 6 月 27 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える③ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（3 回目）  
  テーマと方向性、役割分担を決める。 

○予習：資料の収集 

第１３回 
 7 月 4 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える④ 
○ワーク：テーマに関するグループディスカッション
（4 回目） 
  持ち寄ったデータを整理しまとめる。プレゼン資
料の作成 

持参するもの：ノートＰＣ、調べてきた記事 
授業外グループ学習：テーマについて分担し
て調査 

第１４回 
 7 月 11 日 
 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑤ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位） 
 

提出物：ワークシート 

第１５回 
 7 月 25 日 

テーマⅢ：家事と就労について考える⑥ 
○ワーク：第３回レポートの発表（ファミリー単位）
（続） 
○講義：テーマのふりかえり 
○授業アンケートの実施 

提出物：ワークシート 
              第 3 回レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC308-
Y01 

2.科目名 質的調査法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 清水美知子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士（選択） 11.先修条件 「社会調査法Ⅰ」「同Ⅱ」履修済であるこ
とが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義（一部、演習を含む） 

16.履修制限 
人数制限あり。おおむね 20 名まで。超えた場合は「社会調査士」資格取得希望者を優先し
ます。第１回目の授業に必ず出席してください。また、教科書を購入（入手）できる人に限
ります。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、質的調査に関する講義と演習を通して、質的調査への理解を深めることを目的
とします。 
前半では、質的調査の意義と特質について理解した上で、質的調査法の種類について調査事
例を通して学びます。後半では、具体的なテーマに沿って、２つの調査法（「観察調査」「イ
ンタビュー調査」を予定）について、企画・実査から分析、結果の考察、報告書の作成まで
を行います。調査体験を通して、質的調査法への理解を深めることをねらいとします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の「専門的知識・技能の活用力」の
学修に関連しています。 
①質的調査の意種類、義と特質について説明できる。 
②観察調査を企画し、実施することができる。 
③インタビュー調査を企画し、実施することができる。 
 

19.教科書・教材 工藤保則・寺岡伸吾・宮垣元編『〔第２版〕質的調査の方法：都市・文化・メディアの感じ
方』法律文化社 

20.参考文献 適宜、紹介する 

21.成績評価 

・調査企画書⇒20%（目標②③） 
・調査報告書⇒計 40%（目標②③） 
・プレゼンテーション⇒計 10%（目標②③） 
・練習問題⇒計 30%（目標①） 

22.コメント 

①〜④を了解できる人のみ履修してください。 
  ①調査を実施したり結果をまとめるなど、授業外学習が多い科目です。 
  ②グループワークが多い授業ですので、出席することが大前提となります。 
  ③教科書を使用しますが、すべての章を詳しく扱うわけではありません。 
  ④教室外での調査が予定されているため、常時遠隔受講を希望する方には対応できませ
ん。 
 

23.オフィスアワー 
【神⼾山手キャンパス】 
○センターオフィスアワー⇒⽕曜昼休み（1 号館 2 階ラーニングコモンズ） 
○研究室オフィスアワー⇒水曜昼休み（1320 研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
4 月 11 日 

・オリエンテーション(授業の内容、進め方、評価方
法等） 
・質的調査へのいざない（教科書 第１章） 
・練習問題 

◆教科書◆（毎回持参） 
提出物：練習問題 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第２章の精読 



第２回 
4 月 18 日 

・海外における質的調査の歴史、日本における質的調
査の歴史（教科書第２章） 
・練習問題 
・グループ編成 

提出物：練習問題 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第３章の精読 

第３回 
4 月 25 日 

・質的調査と量的調査の違い、質的調査と量的調査の
関係、質的調査の意義と特質（教科書第３章） 
・練習問題 

提出物：練習問題 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第４章と第５章を読む 

第４回 
5 月 2 日 

・質的調査の種類①非参与観察法および参与観察法 
・調査事例の解説（教科書第４章、第５章） 
・練習問題 

提出物：練習問題 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第６章と第７章の精読 

第５回 
5 月 9 日 

・質的調査の種類②インタビュー法およびライフヒス
トリー法 
・調査事例の解説（教科書第６章、第７章） 
・練習問題 

提出物：練習問題 
復習：今回の復習および授業ノートの整理 
予習：教科書第８章と第９章の精読 

第６回 
5 月 16 日 

・質的調査の種類③文化資料分析法および映像分析法 
・調査事例の解説（教科書第８章、第９章） 
・練習問題 

提出物:練習問題 
復習：今回の復習およびノートの整理 
教室外グループ学習：観察調査のテーマにつ
いて考えてくる。 

第７回 
5 月 23 日 

観察法の体験① 
・観察調査のテーマを設定し、調査企画書を作成す
る。 

◆ノートＰＣ◆ 
授業外グループ学習： 
①企画書を完成させる。 
②第１回調査の実施 

第８回 
5 月 30 日 

観察調査の体験② 
・第１回調査結果について、グループ内で話し合い、
分析方法を検討する。 
・調査が不調だった場合には、調査法を再検討する。 

◆ノートＰＣ◆ 
授業外グループ学習：第２回調査を行う. 
提出物：観察法査企画書 
 

第９回 
6 月 6 日 

観察調査の体験③ 
・第２回調査結果について、グループ内で話し合い、
調査結果をまとめる。 
・調査が不調だった場合には、調査法を再度検討す
る。 

◆ノートＰＣ◆ 
授業外グループ学習： 
①第３回調査（第２回調査が不調だった場
合） 
②調査結果の整理 
③報告書の作成（次回提出） 
④プレゼン資料の作成（次回提出） 

第１０回 
6 月 13 日 

観察調査の体験④ 
・調査報告書にもとづきプレゼンテーションを行う。 

◆ノートＰＣ◆ 
授業外グループ学習：インタビュー調査のテ
ーマを考えてくる。 
提出物： 
①観察法調査報告書 
②プレゼンテーション資料 
 

第１１回 
6 月 20 日 

インタビュー調査の体験① 
・インタビュー調査のテーマを設定する。 
・調査対象者、人数、質問項目(チェックリスト）を
作成する。 
・調査企画書を作成する。 

◆ノートＰＣ◆ 
授業外グループ学習：対象者を検討する。 

第１２回 
6 月 27 日 

インタビュー調査の体験② 
・グループ毎にインタビューの練習を行う。 

◆ノートＰＣ◆ 
提出物：インタビュー調査企画書 



・インタビュー調査の企画書を完成させる。 授業外グループ学習：調査の実施 
第１３回 
7 月 4 日 

インタビュー調査の体験③ 
・データを記録としてまとめる。 

◆ノートＰＣ◆ 
授業外グループ学習：記録を完成させる。 

第１４回 
7 月 11 日 

インタビュー調査の体験④ 
・調査結果を整理し、考察を加える。 
・報告書を作成する。 

◆ノートＰＣ◆ 
授業外グループ学習： 
①調査報告書を完成させる。 
②プレゼンテーション資料の作成 

第１５回 
7 月 25 日 

インタビュー調査の体験⑤ 
・調査報告書にもとづきプレゼンテーションを行う。 
・授業のふりかえり。 

提出物： 
①インタビュー調査報告書 
②プレゼンテーション資料 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC309-
Y01 

2.科目名 社会調査演習 （①は春学期） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 
 
社会調査士 
 

11.先修条件 
社会調査論Ⅰ・Ⅱ 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
  本科目によって、社会調査の理論を理解するとともに、大学卒業レベルでの社会調査技
術力を身につける。ここでは、社会調査法のひとつ、質問紙調査を取り上げ、定量的データ
の取り扱い方を修得する。 
【授業概要】 
 春学期は、調査の企画、質問紙の作成、実査からデータ入力・データセットの作成・基礎
的分析までを扱う。この間は、ＬＣ（４、5 人のグループ）単位で協力して作業を進めても
らう。 
 夏学期は、各自の目的に応じて個人単位で報告書作成に向かう。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）問題を発見し、仮説や調査目的を設定することができる。（問題発見・解決力） 
２）調査票のマナーを守り、質問紙を作成することができる。（専門的知識・技能） 
３）収集したデータをＳＰＳＳを用いて、的確に分液できる。（専門的知識・技能） 
４）分析結果をもとに、報告書を作成することができる。（専門的知識・技能） 
 

19.教科書・教材 
大谷信介他編 2013  『新・社会調査へのアプローチ』  ミネルヴァ書房   
 ※「社会調査論Ⅰ」と同じテキスト 
 

20.参考文献 

佐藤郁哉 2006  『フィールドワーク 【増訂版】』  新曜社 
栗田宣義編 1996  『メソッド／社会学』  川島書店 
 ※この他、授業内で適宜紹介する。 
 

21.成績評価 

■平常点（授業への取組み態度）20％ 学習目標１）〜４）に対応(評価点 12%以上が合格
最低ライン) 
  
■グループ作業への貢献度 30％ 学習目標１）〜３）に対応(評価点 18%以上が合格最低
ライン) 
■ 最終課題       50％ 学習目標１）3)4)に対応(評価点 30%以上が合格最低ラ
イン) 
なお、科目の合格基準は、上記 3 つの評価点合計が、60％以上である。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：水曜日・昼休み） 
センターオフィスアワー（三木 C：金曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 【オリエンテーションー授業の進め方等をシラバスに ○共通テーマに関する調査研究についてレビ



【第 2 回】 沿って、説明する。 〔SA〕  
社会調査の方法論①  グループ分けを行い、変数と仮
説、サンプリング、相関関係と因果関係 等について
理解する。 〔SA〕 
 

ューする。（120 分） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

社会調査の方法論②  ２つの変数の関連を調べる方法  
〔SA〕  
テーマと仮説① 共通テーマ、調査対象の選定    
〔SA〕 

○変数と仮説、サンプリング、相関関係と因
果関係などについて復習する。（90 分） 
 ○メディア利用に関する調査研究について
のレビューをまとめ、テーマを絞る。（90
分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

テーマと仮説② 班別テーマを共有し、仮説を構築す
る。また、因果モデルについて理解する。 〔SA〕  
テーマと仮説③ 班別テーマ、変数を質問文に落と
す。  〔SA〕 

○心理統計学、データ解析で学習した分析方
法について復習する。（60 分） 
 ○リメディアに関する調査研究のテーマを
設定する。（60 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

調査票の設計① 尺度構成、ワーディング上の注意   
〔SA〕       
調査票の設計② ワーディング作業   〔SA〕 

 ◎班内で共通テーマを設定し、仮説を考え
る。（120 分） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

調査票の設計③ ワーディング作業、フェイスシー
ト、レイアウト  〔SA〕 
調査実施準備 印刷、実施時の注意点   〔SA〕 
 

 ◎班内で共通テーマを設定し、質問紙を作
成する。（120 分） 

【第１１
回】 
【第１2 回】 

データセットの作成①  ナンバリング、データ入力   
〔SA〕 
データセットの作成② 入力完了、データ統合、クリ
ーニング   〔SA〕 

○データ入力、入力チェックを行いデータセ
ットを完成させる。（90 分） 
○データセットに変数ラベル、値ラベルをつ
ける。（90 分） 

【第１3 回】 
【第１4 回】 

中間課題①  課題の説明  〔SA〕 
中間課題②  課題に取り組む  〔SA〕 

○中間課題に向け、データ分析を行なう。
（120 分） 

【第１5 回】 
【第１6 回】 

中間課題③  課題に取り組む    〔SA〕 
                  【中間課題の提出】  
データ分析の復習とこれからの分析方針の確認   
〔SA〕 

○最終レポート報告に向け、データ分析の方
向性を確認する。（120 分） 

【第１7 回】 
【第１8 回】 

データ分析の作業(1)  〔SA〕 
データ分析の作業(2)  〔SA〕 

○最終レポート報告に向け、データ分析を行
う。（180 分） 

【第１9 回】 
【第 20 回】 

分析結果の整理と解釈  〔SA〕 
中間報告とグループディスカッション   〔SA〕 

○最終レポート報告に向け、データ分析を行
う。（180 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

分析の修正コメント   〔SA〕 
分析の修正作業   〔SA〕  
 

○最終レポート報告に向け、データ分析を行
う。（180 分) 

【第 23 回】 
【第 224】 

問題の執筆   〔SA〕 
方法の執筆  〔SA〕 
 

○最終レポートの報告書を作成する。（180
分) 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

結果の最終整理 〔SA〕 
結果の説明と解釈  〔SA〕 

○最終レポートの報告書を作成する。（180
分) 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

考察の執筆 〔SA〕 
レポート原稿のチェック   〔SA〕 

○最終レポートの報告書を作成する。（180
分) 



【第 29 回】 
【第 30 回】 

レポートの修正作業 〔SA〕 
最終レポート課題の確認と完成   〔SA〕 
                    【最終課題の提出】 
 

○最終レポートの報告書を推敲する。（180
分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SOC309-
m01 

2.科目名 社会調査演習 3.単位数 4 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 心理学部 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 
 
社会調査士 
 

11.先修条件 
社会調査論Ⅰ・Ⅱ 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【授業の目的】 
  本科目によって、社会調査の理論を理解するとともに、大学卒業レベルでの社会調査技
術力を身につける。ここでは、社会調査法のひとつ、質問紙調査を取り上げ、定量的データ
の取り扱い方を修得する。 
【授業概要】 
 春学期は、調査の企画、質問紙の作成、実査からデータ入力・データセットの作成・基礎
的分析までを扱う。この間は、ＬＣ（４、5 人のグループ）単位で協力して作業を進めても
らう。 
 夏学期は、各自の目的に応じて個人単位で報告書作成に向かう。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１）問題を発見し、仮説や調査目的を設定することができる。（問題発見・解決力） 
２）調査票のマナーを守り、質問紙を作成することができる。（専門的知識・技能） 
３）収集したデータをＳＰＳＳを用いて、的確に分液できる。（専門的知識・技能） 
４）分析結果をもとに、報告書を作成することができる。（専門的知識・技能） 
 

19.教科書・教材 
大谷信介他編 2013  『新・社会調査へのアプローチ』  ミネルヴァ書房   
 ※「社会調査論Ⅰ」と同じテキスト 
 

20.参考文献 

佐藤郁哉 2006  『フィールドワーク 【増訂版】』  新曜社 
栗田宣義編 1996  『メソッド／社会学』  川島書店 
 ※この他、授業内で適宜紹介する。 
 

21.成績評価 

■平常点（授業への取組み等）20％ 学習目標１）〜４）に対応(評価点 12%以上が合格最
低ライン) 
  
■グループ作業への貢献度  30％ 学習目標１）〜３）に対応(評価点 18%以上が合格最
低ライン) 
■ 最終課題        50％ 学習目標１）3)4)に対応(評価点 30%以上が合格最低
ライン) 
なお、科目の合格基準は、上記 3 つの評価点合計が、60％以上である。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：金曜日・2 時限） 
センターオフィスアワー（山手 C：⽕曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 【オリエンテーションー授業の進め方等をシラバスに ○共通テーマに関する調査研究についてレビ



【第 2 回】 沿って、説明する。 〔SA〕  
社会調査の方法論①  グループ分けを行い、変数と仮
説、サンプリング、相関関係と因果関係 等について
理解する。 〔SA〕 
 

ューする。（120 分） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

社会調査の方法論②  ２つの変数の関連を調べる方法  
〔SA〕  
テーマと仮説① 共通テーマ、調査対象の選定    
〔SA〕 

○変数と仮説、サンプリング、相関関係と因
果関係などについて復習する。（90 分） 
 ○メディア利用に関する調査研究について
のレビューをまとめ、テーマを絞る。（90
分） 
 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

テーマと仮説② 班別テーマを共有し、仮説を構築す
る。また、因果モデルについて理解する。 〔SA〕  
テーマと仮説③ 班別テーマ、変数を質問文に落と
す。  〔SA〕 

○心理統計学、データ解析で学習した分析方
法について復習する。（60 分） 
 ○リメディアに関する調査研究のテーマを
設定する。（60 分） 
 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

調査票の設計① 尺度構成、ワーディング上の注意   
〔SA〕       
調査票の設計② ワーディング作業   〔SA〕 

 ◎班内で共通テーマを設定し、仮説を考え
る。（120 分） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

調査票の設計③ ワーディング作業、フェイスシー
ト、レイアウト  〔SA〕 
調査実施準備 印刷、実施時の注意点   〔SA〕 
 

 ◎班内で共通テーマを設定し、質問紙を作
成する。（120 分） 

【第１１
回】 
【第１2 回】 

データセットの作成①  ナンバリング、データ入力   
〔SA〕 
データセットの作成② 入力完了、データ統合、クリ
ーニング   〔SA〕 

○データ入力、入力チェックを行いデータセ
ットを完成させる。（90 分） 
○データセットに変数ラベル、値ラベルをつ
ける。（90 分） 

【第１3 回】 
【第１4 回】 

中間課題①  課題の説明  〔SA〕 
中間課題②  課題に取り組む  〔SA〕 

○中間課題に向け、データ分析を行なう。
（120 分） 

【第１5 回】 
【第１6 回】 

中間課題③  課題に取り組む    〔SA〕 
                  【中間課題の提出】  
データ分析の復習とこれからの分析方針の確認   
〔SA〕 

○最終レポート報告に向け、データ分析の方
向性を確認する。（120 分） 

【第１7 回】 
【第１8 回】 

データ分析の作業(1)  〔SA〕 
データ分析の作業(2)  〔SA〕 

○最終レポート報告に向け、データ分析を行
う。（180 分） 

【第１9 回】 
【第 20 回】 

分析結果の整理と解釈  〔SA〕 
中間報告とグループディスカッション   〔SA〕 

○最終レポート報告に向け、データ分析を行
う。（180 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

分析の修正コメント   〔SA〕 
分析の修正作業   〔SA〕  
 

○最終レポート報告に向け、データ分析を行
う。（180 分) 

【第 23 回】 
【第 224】 

問題の執筆   〔SA〕 
方法の執筆  〔SA〕 
 

○最終レポートの報告書を作成する。（180
分) 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

結果の最終整理 〔SA〕 
結果の説明と解釈  〔SA〕 

○最終レポートの報告書を作成する。（180
分) 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

考察の執筆 〔SA〕 
レポート原稿のチェック   〔SA〕 

○最終レポートの報告書を作成する。（180
分) 



【第 29 回】 
【第 30 回】 

レポートの修正作業 〔SA〕 
最終レポート課題の確認と完成   〔SA〕 
                    【最終課題の提出】 
 

○最終レポートの報告書を推敲する。（180
分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP1201-
Y01 

2.科目名 心理学基礎実験 3.単位数 1 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区分 

専門科目／心理学分野
における実務経験（公
認心理師）のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年⽣〜 

10.取得資格の要件 認定心理士（必修） 11.先修条件 
コンピュータリテラシー(1)、(2)および統
計学を履修済みであることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
心理学の初歩的な実験を実施することを通して、心理学実験の基礎的知識を学びます。仮説
を⽴て、実験で確かめる仮説検証型の研究手法および、レポートの作成方法の基礎を身に着
けることを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の S1．修得した知識・技能を通して、現
代社会の諸問題を総合的に理解する力、S2．社会や文化について科学的に理解する力、の学
習に関連しています。   
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①心理学実験の実施方法について基本的な説明できる。 
②実施手続きに則り、適正な実験を実施することができる。 
③行動データの初歩的な分析を行うことができる。 
④形式に沿った、実証的なレポートを作成できる。  
 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。  
 

20.参考文献 関連する文献情報は授業中に適宜紹介します。  
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・実験実習の参加・取り組み姿勢受講態度（実習への取り組み・グループワークにおける姿
勢）…40 点【学習目標①②③に対応】     
・課題ごとのレポート（基本事項の確認及び総合力）…60 点【学習目標の①③④に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 

通常の講義形式の授業よりも、毎回の積極的な参加が必要になります。遅刻・欠席の場合、
実習に参加できないこともあります。また、各テーマごとにレポートの提出があります。課
題に意欲的に取り組んでください。データの分析には Excel を用いますので、Excel の基本
的な知識を身に着けていることが望ましいです。ICT の活用として配布資料は、Web 
Class からも確認できるようにします。また、データ整理、レポート作成のためにパソコ
ンの持参が必要となります。 
  
 

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション 
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  



出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 

予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える）  
 

【第 2 回】 
心理学実験の基礎  
・講義 心理学の実験法の概要について学ぶ 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える）  
 

【第 3 回】 レポートの書き方  
・講義 心理学のレポートの書き方について学ぶ 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 4 回】 
鏡映描写１：課題説明 
・講義 知覚運動学習についての説明と実験方法につ
いて 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える）  
 

【第 5 回】 
鏡映描写２：実験・データ分析 
・実習 実験の実施・データの分析を行う 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
課題：実験データを整理し、次回までに
Web Class から提出する 
パソコン持参 
 

【第 6 回】 
鏡映描写３ データ整理・分析  
・実習 前回の実験結果の分析を行い、レポートの作
成を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコン持参 

【第 7 回】 

系列位置効果１：課題説明・実験実施  
・講義 系列位置効果についての説明と実験方法につ
いて  
・実習 実験の実施 
 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 8 回】 
系列位置効果２：実験・データ分析 
・実習 実験の実施・データの分析を行う  
 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
課題：実験データを整理し、次回までに
Web Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 9 回】 
系列位置効果３ データ整理・分析  
・実習 前回の実験結果の分析を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 10 回】 
ミュラーリヤー錯視１：課題説明  
・講義 錯視についての説明と実験方法について  
 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 11 回】 ミュラーリヤー錯視２：実験  
・実習 ミュラーリヤー錯視の実験を行う 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
課題：実験の記録用紙を作成し、次回までに
Web Class から提出する  



パソコンを持参 

【第 12 回】 
ミュラーリヤー錯視３ データ整理・分析  
・実習 前回の実験結果の分析を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 

【第 13 回】 

ストループ効果１：課題説明 
・講義 ストループ効果についての説明と実験方法に
ついて   
 

復習：今回の復習（配布プリントの読み直
し）  
予習：次回の予習（講義終了時に次回テーマ
を伝える） 

【第 14 回】 
ストループ効果２：実験・データ分析 
・実習 実験の実施・データの分析を行う    
 

データ入力のため、パソコンを持参  
復習：今回の復習（配布プリントの読み直し 
課題：自分のグループの実験記録を整理し、
次回までに Web Class から提出する 

【第 15 回】 
ストループ効果３ データ整理・分析  
・実習 前回の実験結果の分析を行い、レポートの作
成を行う 

課題：次回までにレポートを作成し、Web 
Class から提出する 
パソコンを持参 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2201-
Y01 

2.科目名 心理学研究法 3.単位数 2 

4.授業担当教員 村上幸史 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
行動科学の⽴場から心理学を研究する場合の研究方法について概観し、データや手続きのよ
しあしを判断できるようになる 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」、および「社会や文化について科学的に理解する力」に関連しています。 
①心理学で用いられる代表的な研究方法の知識を持ち、集めたいデータに対してどのような
手法を用いるのが妥当であるのかを説明できる 
②客観的にデータを収集することの重要点を説明できる 

19.教科書・教材 指定しない 

20.参考文献 
心理学研究法入門―調査・実験から実践まで（東京大学出版会）や「なるほど! 心理学研究
法」（北大路書房）などを参照すること 

21.成績評価 講義内の課題（20%）とレポート（30%）、総括試験（50%）（共に学習目標の①に対応） 

22.コメント 
基本的にこの科目は心理学の研究に関する方法論の講義科目です。実習などの実践的な科目
も合わせて受講すると、理解が深まると思います。 

23.オフィスアワー 授業内や授業後に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション 
心理学と行動科学 

復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 2 回】 データ：質的と量的研究 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 3 回】 信頼性と妥当性 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 4 回】 観察法 1 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 5 回】 観察法 2 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 6 回】 実験法 1 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 7 回】 実験法 2 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 8 回】 質問紙法 1 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 9 回】 質問紙法 2 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 10 回】 面接法 1 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 11 回】 面接法 2 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 



【第 12 回】 面接法 3 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 13 回】 アーカイブ分析 
復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 14 回】 研究の倫理 復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 

【第 15 回】 
まとめ 
総括試験 

復習：講義のレジュメを読み直し、配布した
今日のポイントの課題に取り組む 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2204-
Y01 

2.科目名 社会心理学実験実習 3.単位数 1 

4.授業担当教員 村上幸史 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 演習室の収容人数をオーバーした場合に履修制限をかけることがあります。また利用状況に
よっては、個人の PC が持参できない場合、講義を受けられない場合があります。 

17.授業の目的と概要 社会心理学の代表的なデータ測定の手法を体験して、それをもとに報告型のレポートを書く
スキルを養います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」、および「社会や文化について科学的に理解する力」に関連しています。 
①データの収集や処理方法を学び、報告型のレポートを書くことができる。 

19.教科書・教材 使用しない 
20.参考文献 授業の中で紹介します 

21.成績評価 
授業への参加（10%）、及び提出されたレポート 5 回（90%）で評価します（学習目標の①
に対応）。 

22.コメント 

測定方法、データ分析、レポートの執筆に関連するものとして、エクセルの基本的な操作や
統計学の知識、論文の書き方など、基礎的なことについて、他の講義(コンピューターリテ
ラシー2、統計学、教育評価)も合わせて受講してください。実習内で測定したデータをもと
に課題を作成してもらいますので、毎週の参加が必須条件であると考えてください。 

23.オフィスアワー 授業内や授業後に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 2 回】 実験法 1（集団討議） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 3 回】 実験法 1（集団討議）・レポートの書き方 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 4 回】 実験法 1（集団討議）・レポートの書き方 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 5 回】 実験法 1（集団討議）・レポートの書き方 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 6 回】 実験法 1（集団討議）・レポートの書き方 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 

【第 7 回】 観察法 1（儀礼行動におけるコミュニケーションの観
察） 

復習：データをまとめ、レポートを執筆する 

【第 8 回】 観察法 2（対人認知とステレオタイプ） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 9 回】 観察法 2（対人認知とステレオタイプ） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 10 回】 実験法 2（身体化された認知） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 11 回】 実験法 2（身体化された認知） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 12 回】 実験法 2（身体化された認知） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 

【第 13 回】 質的データの分析（向社会的行動に関するアーカイブ
データの分析） 

復習：データをまとめ、レポートを執筆する 

【第 14 回】 
質的データの分析（向社会的行動に関するアーカイブ
データの分析） 

復習：データをまとめ、レポートを執筆する 

【第 15 回】 まとめ 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2206-
Y01 

2.科目名 教育心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 

16.履修制限 

※三木キャンパスで受講する学⽣は、ノートパソコンを持参ください。 
※遠隔の状況、コロナ感染拡大の状況によっては、オンライン授業に切り替わる可能性があ
ります。連絡は Webclass にて行いますので、毎授業前に必ず Webclass を確認してくださ
い。 

17.授業の目的と概要 

この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし
ています。 
具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過程、学習の
動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、教育心理学
的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的な考え方を
理解する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（4）問題発見・解決力、
の学修に関連しています。 
【科目の到達目標】 
①教育心理学における基礎的知識を獲得する。 
②教育現場で起こる課題、問題について教育心理学の基礎知識を用いて考察することができ
る。 

19.教科書・教材 
「やさしい教育心理学 第 5 版]」有斐閣アルマ 
【 ISBN 】 9784641221468 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 
Webclass 課題…50％ 
期末試験…50％ 

22.コメント 
⽕、水は神⼾山手、木、金は三木にいます。三木キャンパス所属の学⽣からの質問は、メー
ルあるいは木金に予約制で受け付けます。質問、予約はメールで問い合わせてください。 

23.オフィスアワー 
⽕曜昼休み 学修支援センターオフィスアワー  
⽕曜 4 限 研究室オフィスアワー 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション  
・授業の目的と概要、評価 
・遠隔授業の進め方 
 

 

第 2 回 
教育心理学とは何か 
学校教育、教育基本法、⽣きる力、社会人基礎力、教
育心理学で扱う領域 

予習：第 1 章を熟読すること 
 

第 3 回 記憶とは何か（第 1 章） 予習：第 2 章を熟読すること 



短期記憶、⻑期記憶と意味づけ、忘却 復習：Webclass 課題(領域①） 

第 4 回 
知識と思考（第 2 章） 
表象、宣言的知識、手続き的知識、問題解決、メタ認
知 

予習：第 3 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域①） 

第 5 回 

子どもが「学ぶ」ために必要なこと（第 3 章） 
古典的条件づけ、道具的条件づけ、観察学習、自己強
化  
 

予習：第 4 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 6 回 
「やる気」を出すには？（第 4 章） 
期待‐価値モデル、学習性無力感、自己効力感、動機
づけ、原因帰属 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域②） 

第 7 回 
学校という場で起きること（第５章） 
教師の影響、仲間関係、教師‐⽣徒関係 
 

予習：第 5 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 

第 8 回 

いじめはなぜおこるのか（第 5 章） 
いじめの発⽣原因、力とその資源、いじめの特徴、い
じめを助⻑するもの 
 

予習：第 6 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域③） 
 

第 9 回 
どのように教えるか（第 6 章） 
行動主義心理学:プログラム学習、完全習得学習 
認知心理学：発見学習、有意味受容学習 

予習：第 7 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 10 回 
学校における「評価」とは何か（第 7 章） 
評価の目的、基準、学力を測る、知能を測る、性格を
測る 

予習：第 8 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域④） 

第 11 回 
ヒトの発達について考える（第 8 章） 
発達と成⻑、発達段階、成熟と学習、遺伝と環境、学
習の臨界期。敏感期 

予習：第 9 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 12 回 
知的発達のメカニズム（第 9 章） 
知能指数、知能観、知能の発達 

予習：第 11 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑤） 

第 13 回 
困難を抱える子どもたち（第 11 章） 
知的障害、発達障害 

予習：第 10 章を熟読すること 
復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 14 回 
人格発達の基礎（第 10 章） 
フロイトの発達段階、エリクソンの発達段階、愛着理
論、自我同一性 

復習：Webclass 課題(領域⑥） 

第 15 回 最終試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2207-
Y01 

2.科目名 発達心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中亜裕子 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
心理学分野における実
務経験のある教員によ
る授業科目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の概要】 
この科目では、⽣涯発達心理学の⽴場（人間は⽣涯を通して成⻑し続けるという⽴場）か
ら、胎児期、新⽣児期、乳幼児期、児童期、⻘年期、成人期、⽼年期の過程において、各発
達期の特徴と援助のあり方を理解することを目的とする。とくに乳幼児期における知能、気
質、感情の心理学的理解を通して、子どもの発達支援に必要な知識の習得をねらいとする。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【科目の到達目標】 
①各発達期における運動発達、言語発達、認知発達、社会性の発達について、具体的な内容
を説明できる。 
②幼児、児童の心身の発達に対する外的及び内的要因の相互作用と、発達に関する代表的理
論を踏まえ、子どもの発達支援に必要な知識とその意義を説明できる。 
 

19.教科書・教材 
「やさしく学べる乳幼児の発達心理学: 妊娠、出産から子育てまで」 
田中亜裕子著 創元社  
 

20.参考文献 適宜、紹介する。 

21.成績評価 

Webclass 課題・・・30％ 
DVD 感想：20％ 
期末テスト・・・50％ 
 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

⽕曜昼休み：センターオフィスアワー 
⽕曜 4 限：研究室オフィスアワー 
⽕、水は神⼾山手、木、金は三木にいます。三木キャンパス所属の学⽣からの質問は、メー
ルあるいは木金に予約制で受け付けます。質問、予約はメールで問い合わせてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
授業の進め方と、学びの概要について説明する。 
 

 

第 2 回 

胎児期（胎児の発達と⺟体の変化（妊娠、出産）につ
いて学ぶ。） 
胎⽣期、免疫寛容、胎児の発達、低出⽣体重児、体内
環境、妊婦健診 
グループワーク課題：胎児期の発達の基礎知識につい

Webclass 課題 



て説明する。 
 

第 3 回 

新⽣児期~乳児期の育ち１（新⽣児期、乳児期の身
体、心理、社会的発達について学ぶ） 
DVD「赤ちゃんの不思議な世界」視聴 
 

Webclass 課題 

第 4 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 2 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
⽣理的早産、ネオテニー、原始行動、赤ちゃんの気質 
グループワーク課題：新⽣児期の発達の基礎知識につ
いて説明する。 
 

Webclass 課題 

第 5 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 3 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
視覚的断崖の実験、認知発達、運動発達、共鳴動作、
微笑、言語の発達、自己認知、共同注意 
 

Webclass 課題 

第 6 回 

新⽣児期~乳児期の育ち 4 
新⽣児期、乳児期の身体、心理、社会的発達について
学ぶ。 
愛着理論、内的作業モデル、ハーロウの代理⺟親の実
験、社会的参照、⺟子相互作用、父親の存在 
グループワーク課題：乳児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 

第 7 回 

幼児期の育ち１ 
DVD「里っ子たち」視聴 
幼児期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
 

Webclass 課題 

第 8 回 

幼児期の育ち 2 
幼児期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
身体発育、発達課題、認知発達、心の理論、思考の特
徴、言語発達、第一次反抗期、退行、仲間関係 
グループワーク課題：幼児期の発達の基礎知識につい
て説明する。 

Webclass 課題 

第 9 回 

児童期の発達１ 
DVD「里山の学校」視聴 
児童期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。  
 

Webclass 課題 

第 10 回 

児童期の発達 2 
児童期の身体、心理、社会的発達について学ぶ。 
運動機能・技能の発達、認知発達、思考の発達段階、
人間関係、役割取得、自己意識と自己理解 
グループワーク課題：児童期の発達の基礎知識につい
て説明する。 
 

Webclass 課題 



第 11 回 

発達障害の理解と対応 
知能検査について知り、発達障害の理解と対応を学
ぶ。  
知能分類、知能検査、知的障害、発達障害、発達支援 
グループワーク課題：発達障害に関する心理学的支援
の方法について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 12 回 

子ども臨床 
子ども臨床の基礎事項について学ぶ。  
援助に際して必要な情報、遊戯療法、８つの基本原理 
グループワーク課題：メンタル面での問題を抱えた子
どもと親への心理学的支援について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 13 回 

⻘年期 
⻘年期の発達課題と、⻘年期の心理発達について学ぶ 
性的発達、思考の発達、時間的展望、友人関係、自己
意識、アイデンティティの確⽴ 
グループワーク課題：⻘年期の発達の基礎知識につい
て説明し、自己分析を行う。 
 

Webclass 課題 

第 14 回 

成人期、⽼年期 
成人、高齢者の発達課題と、社会的問題について学
ぶ。  
知的能力の変化、中年期の危機、結婚・育児をめぐる
問題、発達段階、退職⽣活への適応、⽼年期の人格的
変化、死をみつめる 
グループワーク課題：成人期、⽼年期の発達の基礎知
識について説明する。 
 

Webclass 課題 

第 15 回 総括試験とふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリン
グ） 

SP2208-Y01 2.科目名 カウンセリング 

3
.
単
位
数 

2 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区
分 

専門科目／心理学分野における実務経験
（公認心理師）のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開
講
学
期
・ 

年
度 

2022
年度 
春学
期 

8.履修可能な専
攻 総合社会学科 

9.
履
修
学
年 

2 年
次〜 

10.取得資格の要
件 認定心理士（選択必修） 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態 

講義(遠隔授
業の場合は
ZOOM などを
使用する） 

16.履修制限  
17.授業の目的と
概要 

本講義では、臨床心理学の実践であるカウンセリングについて、基礎的知識を学び、その基礎
的・具体的な技法を習得することを目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかな
で豊かな知性を自ら形成できる人間性、（3）多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーション
を深め、連携していく力の学修に関連しています。                                   
本科目の学習目標は以下の通りです。                                          
①カウンセリングの定義と概要、主要な理論について説明できる。 
②カウンセリングの基礎的・具体的な技法を実⽣活で活用することができる。 
③他学⽣と積極的にコミュニケーションを取ることができる。 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 
20.参考文献 関連する文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内の小レポート…30 点【学習目標②に対応】    
・授業内での課題やディスカッション…２0 点【学習目標③に対応】  
・総括試験…５0 点【学習目標①に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 

後期「臨床心理学概論」と併せて受講することで、より理解が深まります。ロールプレイを中心
としたグループワークには積極的に取り組んでください。アクティブラーニングの一環として、
適時ディスカッションを行います。ディスカッション後は、補足説明も行います。小レポート実
施後、翌回の講義で受講者の感想等を取り上げ、共有および解説を行います。ICT の活用として
配布資料は、Web Class からも確認できるようにします。 



23.オフィスアワ
ー 

個人研究室：月曜 4 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 
26.アサインメ
ント(宿題など) 

【第
1
回】 

イントロダクション：カウンセリングとは ・オリエンテーション（本授業の目標・内
容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て）                                              
・講義 カウンセリングの定義などについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
2
回】 

⻘年期の心を知る：⻘年期の発達課題  ・講義 ⻘年期の発達課題などについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
3
回】 

アセスメントとは  ・講義 心理学におけるアセスメントの意味について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
4
回】 

⻘年期におけるアセスメント：文献講読 ディスカッション ⻘年に対するカウンセリン
グの事例について文献を読み、ディスカッションを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
5
回】 

アセスメントの方法１：観察法、面接法  ・講義 観察法と面接法について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終



了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
6
回】 

アセスメントの方法２：心理検査法 ・講義 心理検査について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
7
回】 

カウンセリング理論１：クライエント中心療法 ・講義 ロジャースのクライエント中心
療法について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
8
回】 

カウンセリング技法１：非言語的コミュニケーション ・講義 カウンセリングにおける
非言語コミュニケーションについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
9
回】 

カウンセリング技法２：傾聴技法 ・講義 カウンセリングにおける傾聴について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
10
回】 

カウンセリング技法３：傾聴技法 講義・グループワーク実際の傾聴技法について DVD
を用いて学び、グループでロールプレイを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 



【第
11
回】 

カウンセリング技法４：活動技法 DVD を用いて、実際のカウンセリングにおけるコミ
ュニケーションについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
12
回】 

エンカウンターグループ ・講義 エンカウンターグループについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
13
回】 

カウンセリング理論２：認知行動療法  ・講義 認知行動療法について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
14
回】 

カウンセリング理論３：家族療法  ・講義 家族療法について学ぶ 

復習：今まで
の授業の復習
（配布プリン
トの読み直
し） 

【第
15
回】 

総括試験 

復習：15 回の
授業を通して
学んだことを
整理する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2209-
Y01 

2.科目名 教育相談 3.単位数 2 

4.授業担当教員 河合篤史 

5.授業科目の区分 
展開科目 
中高教職 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
教職必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 中高教職 9.履修学年 
2 年~ 
 

10.取得資格の要件 

高校(英語) 高校(公⺠) 
高校(福祉) 小学校一種中
学(英語) 中学(社会) 認
定心理士 保育士 幼稚園
一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、ペアディスカッション 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、教師として活動する際に必要な、カウンセリングの意義・理論や技法を身につ
けることを目的とする。 
【概要】 
教育相談は、児童および⽣徒が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしながら、
集団の中で適応的に⽣活する力を育み、個性の伸⻑や人格の成⻑を支援する教育活動であ
る。本授業では、児童・⽣徒の教育上の問題に関し、教師が、適切な援助を実施するために
何が必要かを、理論や事例を通して学修する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的責任性、(3)多様性理解、(5)
コミュニケーションスキル、(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①学校における教育相談の意義と理論を説明することができる。 
②教育相談を進める際に必要なカウンセリングの基礎知識を説明することができる。 
③教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取り組みや連携の必要性を説明する
ことができる。 
 

19.教科書・教材 適宜授業資料を配布します 

20.参考文献 

1. 教育相談 (よくわかる! 教職エクササイズ③) (2018)森田健宏 (監修, 編集), 田⽖宏二 
(監修), 吉田佐治子 (編) ミネルヴァ書房 
2. チーム学校での効果的な援助: 学校心理学の最前線 (2018)水野治久 (編集), 家近早苗 
(編集), 石隈 利紀 (編集) ナカニシヤ出版 

21.成績評価 
1．平常点（授業に関する発言・質問、毎回のコメントシート） 50% 
2．期末試験 50% 

22.コメント 

①履修希望者は、初回の授業に必ず出席すること（やむを得ない事情がある場合には要連
絡） 
②履修者が 40 名を越えた場合には、教職希望者を優先し、それ以外の履修希望者は、初回
授業出席者で「抽選」を行い履修者を決定する 
③本授業は教職に関わる科目のため、履修者には高い目的意識と授業への積極的な姿勢が求
められます。それを了承の上履修ください 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第 1 回 オリエンテーション、教育相談とは 復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を



※本授業の進め方や、受講のためのグランドルール、
履修者決定等、大切な説明をするため、初回授業は必
ず出席のこと 

しておくこと 

第 2 回 

教師役割とカウンセラー役割の異同 
・教育相談におけるｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの必要性と技法を学
ぶ 
・ペアディスカッション「教師役割とカウンセラー役
割の異同について」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 3 回 

教育現場における臨床心理学的諸問題(1) 
・「不登校・いじめ・ひきこもり等の問題」について
学ぶ 
・ペアディスカッション「不登校やいじめについて、
どんな傾向があるか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 4 回 

教育現場における臨床心理学的諸問題(2) 
・「保護者問題」について現状・背景と対応法を学ぶ 
・グループディスカッション「昔に比べ、今は、子育
てが楽になったか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 5 回 

教育相談における心理アセスメント 
・幼児・児童・⽣徒の自己理解や対人関係のあり方を
把握するための心理アセスメントについて学ぶ 
・グループディスカッション「共感と同情の違いにつ
いて」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 6 回 

教育現場に活かすカウンセリング技法(1) 
・幼児・児童・⽣徒・保護者との信頼関係を築くため
のカウンセリング技法について学ぶ 
・グループディスカッション「⽣徒や保護者と如何に
信頼関係を築くか」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 7 回 
教育現場に活かすカウンセリング技法(2) 
・「認知行動療法」の理論と実際について学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 8 回 
教育現場に活かすカウンセリング技法(3) 
・ｶｰﾙ･ﾛｼﾞｬｰｽﾞの自己理論とﾊﾟｰｿﾝｾﾝﾀｰﾄﾞｱﾌﾟﾛｰﾁの実際
について学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 9 回 

教育現場に活かすカウンセリング技法(4) 
・「遊戯療法」の理論と実際について学ぶ 
・ペアディスカッション「遊びを心の治療に使うメリ
ットは何か」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 10 回 
教育相談の具体的な進め方(1) 
・不登校・いじめの事例から教育相談の具体的な進め
方を学ぶ 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 11 回 

教育相談の具体的な進め方(2) 
・学級経営としての教育相談の方法を学ぶ( クラス会
議を例として) 
・グループディスカッション「自身の目指す理想のク
ラスとは」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 12 回 
教育相談の具体的な進め方(3) 
・教育相談体制・組織的な取り組みについて学ぶ
(「チーム学校」を意識して) 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 



・グループディスカッション「チーム学校の意義と方
法について」 

第 13 回 
教育相談の具体的な進め方(4) 
・事例問題提示し、ディスカッションを通して解決方
法を導き出す 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 14 回 

教師のメンタルヘルス 
・教師のメンタルヘルスの現状・背景とその対処法を
学ぶ 
・ペアディスカッション「現代の教員のメンタルヘル
スについて」 

復習(振り返り資料)と予習(次回授業資料)を
しておくこと 

第 15 回 
まとめ 
・これまでの授業から学んだことについて振り返りを
行う(含;期末試験) 

復習(振り返り資料)をしておくこと 



1.授業コード 
（ナンバリン
グ） 

SP2210-Y01 2.科目名 人格心理学 

3
.
単
位
数 

2 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区
分 

専門科目／心理学分野における実務経験
（公認心理師）のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開
講
学
期
・ 

年
度 

2022
年度 
春学
期 

8.履修可能な専
攻 総合社会学科 

9.
履
修
学
年 

2 年
次〜 

10.取得資格の要
件 認定心理士（選択必修） 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態 

講義(遠隔授
業の場合は、
ZOOM などを
用いる） 

16.履修制限  

17.授業の目的と
概要 

人格（パーソナリティ）とは、性格と言われることもありますが、個人の言動の背景にあって個
人に特徴的な、一貫して持続的なまとまりです。本講義では、主要な人格理論、人格の発達プロ
セス、社会・文化との関わりを中心に学びます。また、人格の病理についても取り上げ、学習を
深めます 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかな
で豊かな知性を自ら形成できる人間性、（3）多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーション
を深め、連携していく力の学修に関連していま
す。                                             
本科目の学習目標は以下の通りです。                                                                                
①主要な人格理論について説明することができる。 
②パーソナリティの観点から、個人差はどのような構造から成り⽴っているのか、個人差はどの
ように成⽴するのか述べることができる。                                                                                       
③他学⽣と積極的にコミュニケーションを取ることができる。  
 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 
20.参考文献 関連する文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内の小レポート…30 点【学習目標①②に対応】    
・授業内で適時行われるディスカッションへの参加を含む受講態度…２0 点【学習目標③に対
応】  
・総括試験…５0 点【学習目標①②に対応】  



上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 

講義形式のため学⽣は受身になりがちですが、講義の内容を自らの⽣活や人⽣に引きつけて考察
し、活発な意見交換を通じて、能動的に考える力を養うように心がけて下さい。アクティブラー
ニングの一環として、適時ディスカッションを行います。ディスカッション後は、補足説明も行
います。小レポート実施後、翌回の講義で受講者の感想等を取り上げ、共有および解説を行いま
す。ICT の活用として配布資料は、Web Class からも確認できるようにします。 

23.オフィスアワ
ー 

個人研究室：月曜 4 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメ
ント(宿題など) 

【第
1
回】 

イントロダクション：人格、気質、性格  ・オリエンテーション（本授業の目標・内
容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て）                                              
・講義 人格・気質・性格のそれぞれの意味と違いについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
2
回】 

類型論と特性論  
・講義 類型論と特性論について学び、その違いを理解する 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
3
回】 

人格を映し出すー心理査定ー  
・講義 心理査定（アセスメント）について心理検査を中心に学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
4
回】 

人格理論の多様性  
・フロイト、エリクソン、学習理論などを中心に人格理論について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 



【第
5
回】 

人格と集団心理１:映画『エクスペリメント』を題材に  
・講義 映画を鑑賞し、人格と集団心理について考える 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
6
回】 

人格と集団心理２：人が理性を失うとき  
・講義 人格と状況の関係性について学ぶ  
・ディスカッション 前回鑑賞した映画を中心にディスカッションを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
7
回】 

人格のはじまり  
・講義 人格の始まりについて遺伝・環境論争や、アタッチメントを通して学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
8
回】 

人格の発達１：最早期記憶と「わたし」  
・講義 人間の記憶の仕組みと「わたし」にまつわる記憶について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
9
回】 

人格の発達２：映画『千と千尋の神隠し』を題材に   
・講義 映画を鑑賞し、人間の記憶と前思春期の発達について考える 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
10
回】 

人格の発達３：自我体験と前思春期  
・講義 自我体験と前思春期の特徴について学ぶ  
・ディスカッション 前回鑑賞した映画を中心にディスカッションを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み



直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
11
回】 

人格の成熟  
・講義 フロイトやエリクソンンの理論を中心に人格の成熟について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
12
回】 

人格の病理１：映画『17 歳のカルテ』を題材に   
・講義 映画を鑑賞し、人格の病理について考える 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
13
回】 

人格の病理２：パーソナリティ障害①  
・講義 パーソナリティ障害の定義と種類について学ぶ  
・ディスカッション 前回鑑賞した映画を中心にディスカッションを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
14
回】 

人格の病理３：パーソナリティ障害②  
・講義 パーソナリティ障害について統合失調症や境界性人格障害を中心に学ぶ 

復習：今まで
の授業の復習
（配布プリン
トの読み直
し） 

【第
15
回】 

総括試験 

復習：15 回の
授業を通して
学んだことを
整理する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2301-
Y01 

2.科目名 心理学実験実習（２） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 村上幸史 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 演習室の収容人数をオーバーした場合に履修制限をかけることがあります。また利用状況に
よっては、個人の PC が持参できない場合、講義を受けられない場合があります。 

17.授業の目的と概要 心理学の基礎から応用的なデータ測定の手法を学び、それをもとに報告型のレポートを書く
スキルを養います。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は「修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する
力」、および「社会や文化について科学的に理解する力」に関連しています。 
①データの収集や処理方法を学び、報告型のレポートを書くことができる。 

19.教科書・教材 使用しない 
20.参考文献 授業の中で紹介します 

21.成績評価 
授業への参加（10%）、及び提出されたレポート 5 回（90%）で評価します（学習目標の①
に対応）。 

22.コメント 

測定方法、データ分析、レポートの執筆に関連するものとして、エクセルの基本的な操作や
統計学の知識、論文の書き方など、基礎的なことについて、他の講義(コンピューターリテ
ラシー2、統計学、教育評価)も合わせて受講してください。実習内で測定したデータをもと
に課題を作成してもらいますので、毎週の参加が必須条件であると考えてください。 

23.オフィスアワー 授業内や授業後に対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 2 回】 実験法 1（社会的ジレンマ） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 3 回】 実験法 1（社会的ジレンマ） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 4 回】 実験法 1（社会的ジレンマ） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 5 回】 実験法 2（一対比較） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 6 回】 実験法 2（一対比較） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 7 回】 実験法 2（一対比較） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 8 回】 観察法 1（写真投影法） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 9 回】 観察法 1（写真投影法） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 10 回】 実験法 3（不確実な事象と行動） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 11 回】 実験法 3（不確実な事象と行動） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 12 回】 実験法 3（不確実な事象と行動） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 13 回】 実験法 4（思考と分析） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 14 回】 実験法 4（思考と分析） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 
【第 15 回】 実験法 4（思考と分析） 復習：データをまとめ、レポートを執筆する 



1.授業コード 
（ナンバリン
グ） 

SP2302-Y01 2.科目名 ⻘年心理学 

3
.
単
位
数 

2 

4.授業担当教員 須崎暁世 

5.授業科目の区
分 

専門科目／心理学分野における実務経験
（公認心理師）のある教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開
講
学
期
・ 

年
度 

2022
年度 
春学
期 

8.履修可能な専
攻 総合社会学科 

9.
履
修
学
年 

3 年
次〜 

10.取得資格の要
件 認定心理士（選択必修） 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail 
Address 

※ 15.授業形態 

講義(遠隔授
業の場合は
ZOOM などを
使用する） 

16.履修制限  

17.授業の目的と
概要 

⻘年期は、子どもから大人への移行期であり、心身の両面において重要な変容を遂げる時期で
す。本講義では、エリクソンの心理社会的発達理論を基礎に⻘年期の心理的・発達的特徴を学び
ます。また、⻘年期に多い心理的問題や精神病理についても事例も含めて取り上げ、学びを深め
ます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー）の(1)健やかで調和のとれた人格と、しなやかな
で豊かな知性を自ら形成できる人間性、（3）多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーション
を深め、連携していく力の学修に関連しています。              
本科目の学習目標は以下の通りです。                                                                                                                              
①⻘年期の心理的・発達的特徴を説明することができる。 
②自身の心理的課題や問題を⻘年期の観点から洞察し、解決に向けた手⽴てを考え、実践するこ
とができる。 
③他学⽣と積極的にコミュニケーションを取ることができる。 

19.教科書・教材 教科書は指定せず、適宜プリントを配付します。 

20.参考文献 
１．⽩井利明編『よくわかる⻘年心理学』ミネルヴァ書房（2015）                            
２．その他、関連する文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内の小レポート…30 点【学習目標②に対応】    
・授業内で適時行われるディスカッションへの参加を含む受講態度…10 点【学習目標③に対応】 
・総括試験…60 点【学習目標①に対応】  
上記を合計し、60 点以上を取ることが合格基準となります。 

22.コメント 講義形式のため学⽣は受身になりがちですが、講義の内容を自らの⽣活や人⽣に引きつけて考察



し、活発な意見交換を通じて、能動的に考える力を養うように心がけて下さい。アクティブラー
ニングの一環として、適時ディスカッションを行います。ディスカッション後は、補足説明も行
います。小レポート実施後、翌回の講義で受講者の感想等を取り上げ、共有および解説を行いま
す。ICT の活用として配布資料は、Web Class からも確認できるようにします。 

23.オフィスアワ
ー 

個人研究室：月曜 4 限 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授
業
回
数 

25.授業内容 26.アサインメ
ント(宿題など) 

【第
1
回】 

イントロダクション：⻘年心理学とは  
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算出の方法・進め方の確認、受講上の
留意点などについ
て）                                              
・講義 ⻘年の定義と⻘年心理学の歴史について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
2
回】 

⻘年期を理解する１：身体的変化  
・講義 ⻘年期の身体的変化とそれに伴う影響について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
3
回】 

⻘年期を理解する２：認知・感情の変化  
・講義 ⻘年期の認知の変化について、ピアジェの理論を中心に学び、感情の変化につい
ても学ぶ。 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
4
回】 

自己意識の発達  
・講義 自己意識について学び、⻘年期における変化や高まりについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
5

アイデンティティ１：アイデンティティとは  
・講義 エリクソンの理論に基づき、アイデンティティについて学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ



回】 リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
6
回】 

アイデンティティ２：映画「グッド・ウィル・ハンティング」を題材に 
・講義 映画を鑑賞し、⻘年期の課題やアイデンティティの獲得について考える 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
7
回】 

アイデンティティ３：否定的アイデンティティの選択  
・講義 アイデンティティの病理について否定的アイデンティティを中心に学ぶ  
・ディスカッション 前回鑑賞した映画を中心にディスカッションを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
8
回】 

⻘年期の親子関係  
・講義 ⻘年期の親子関係の特徴と課題について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
9
回】 

⻘年期の友人関係  
・講義 ⻘年期の友人関係の特徴と課題について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
10
回】 

⻘年期の恋愛関係  
・講義 ⻘年期の恋愛関係の特徴と課題について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の



予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
11
回】 

キャリア選択と就労  
・講義 ⻘年期の課題である就労とその支援について学ぶ 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
12
回】 

⻘年期の社会不適応１：映画『ソラニン』を題材に  
・講義 映画を鑑賞し、⻘年期の課題や社会不適応について考える 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
13
回】 

⻘年期の社会不適応２：対象喪失と抑うつ   
・講義 対象喪失とその後の抑うつについて学ぶ  
・ディスカッション 前回鑑賞した映画を中心にディスカッションを行う 

復習：今回の
復習（配布プ
リントの読み
直し）  
予習：次回の
予習（講義終
了時に次回テ
ーマを伝え
る） 

【第
14
回】 

⻘年期の社会不適応３：精神疾患   
・講義 ⻘年期にみられる精神疾患について学ぶ 

復習：今まで
の授業の復習
（配布プリン
トの読み直
し） 

【第
15
回】 

総括試験 

復習：15 回の
授業を通して
学んだことを
整理する 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2303-
Y01 

2.科目名 産業心理学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
認定心理士 
公認心理師 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は⽣涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人⽣およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で⽣じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 
1．各回の 1minutepaper：1％×14 回=14%（学習目標の②③④に対応） 
2．グループワーク時の相互評価：3%×4 回=12%（学習目標の①②③④に対応） 
2，到達度確認テスト：24％×1 回=24%（学習目標の①②③④に対応） 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 ガイダンス：産業・組織心理学の歴史 
 

 

第 2 回 産業・組織心理学の研究領域  

第 3 回 採用と就職Ⅰ：採用計画 
 

 

第 4 回 採用と就職Ⅱ 募集活動  

第 5 回 
モチベーションⅠ モチベーションとは何か 
  

第 6 回 モチベーションⅡ 内容理論 
 

 

第 7 回 
モチベーションⅢ 過程理論 
 

 

第 8 回 リーダーシップⅠ リーダーシップの特性論  

第 9 回 リーダーシップⅡ リーダーシップの行動論 
 

 



第 10 回 
リーダーシップⅢ 現代のリーダーシップ論 
 

 

第 11 回 
ストレスⅠ ストレスとは何か 
  

第 12 回 ストレスⅡ 職業性ストレス 
 

 

第 13 回 
ストレスⅢ メンタルヘルスとストレスコーピング 
 

 

第 14 回 
キャリアとキャリア発達 
 

 

第 15 回 
到達度確認テスト 
  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SP2304-
Y01 

2.科目名 消費者の心理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は⽣涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人⽣およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で⽣じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で⽣じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 
1．各回のミニレポート×14 回＝60％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：40％（学習目標の①②③④に対応） 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 板山：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ガイダンス：産業・組織心理学とは  
第 2 回 説得における態度とは何か、説得の影響力  

第 3 回 
 
社会的証明とネットレビューの心理学  

第 4 回 ネガティブポイントをポジティブに見せる方法  
第 5 回 承諾を得やすくするためのユニットアスキング  
第 6 回 説得時における数字の効果  
第 7 回 従業員のモチベーションを高める心理学  
第 8 回 職場のコミュニケーション  
第 9 回 特典付加の心理学  
第 10 回 広告・マーケティング①  
第 11 回 広告・マーケティング②  
第 12 回 心理的財布と支払い  



第 13 回 苦情行動・クレーマー  
第 14 回 ラストシーンの心理学  
第 15 回 到達度確認テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPK102-
Y02 

2.科目名 スピーキングⅠA 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Liane Faye R. Andrade 

5.授業科目の区分 共通必修 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 1st year students 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

This course aims to develop the students' ability in speaking and listening 
comprehension. This is to effectively express their thoughts and feelings on topics and 
statements in class.  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At the end of the semester,  
1. The students will be able to develop their speaking skills through the help of lesson 
materials provided in class.  
2. The students will be able to comprehensively express their insights on given important 
information and statements in class.  
3. The students will be able to create an effective speech presentation about the topic 
they will choose/receive in class. 

19.教科書・教材 

Textbook title: English Firsthand ACCESS Fifth Edition 
 Publisher: Pearson Educaion 
 Authors: Marc Helgesen, John Wiltshier, Steven Brown  
 

20.参考文献  

21.成績評価 

1. In-class activities (points) 20% 
2. Class participation (cooperation and attitude) 20% 
3. Homework: Flipgrid activities 10% 
3. Midterm Task: 20% 
4. Final Task: 30% 

22.コメント  

23.オフィスアワー 

Monday-Friday 
Global Gakushu Plaza  
Kobe Yamate Building 3 
Room 016 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

Class contents 
Day 1: Attendance  
            Course Introduction (syllabus, 
classroom activities and homework) 
            Lesson Flow 
            Textbook Preview 
            Self-introduction  
           
Warm-up activity: Unit 0: “Find someone who” 
 

 



 

 
Day 3: 1. Attendance 
           2. Unit 1 Review 
           3. Unit 2: Lesson Introduction 
           4. Vocabulary Building: Classroom 
Language (Vocabulary and pronunciation practice) 
           5.  Listening activity: Request and 
commands (New Activity 

 

 

Day 5: 1. Attendance 
            2. Unit 3 Review 
            3. Unit 4: Lesson Introduction  
            4. Vocabulary Building: Vocabulary 
Practice and Pronunciation 
            5. Quiz 
            6. Listening: Daily Routines (Time 
expressions) 
 

 

 

Day 7: 1. Attendance 
          2. Unit 5 Review 
          3. Unit 6: Lesson Introduction 
          4. Vocabulary Building: Vocabulary 
Practice and Pronunciation 
          5. Quiz 
          6. Listening: My favorites (clothing) 
          7. Speaking: Inter 

 

 

Day 9: 1. Attendance 
         2. Unit 7 Review 
         3. Unit 8: Lesson Introduction 
         4. Vocabulary Building: Vocabulary 
Practice and Pronunciation 
         5. Quiz 
         6. Listening: Food  
         7. Speaking: Interview: Let's eat! 
 

 

 

Day 11: 1. Attendance 
        2. Unit 9 Review 
        3. Unit 10: Lesson Introduction 
        4. Vocabulary Building: Vocabulary Practice 
and Pronunciation 
        5. Quiz 
        6. Listening: Describing a home 
        7. Speaking: Locations  
        8. 

 

 

Day 13: Midterm Task Announcement 
             Rubric sheet overview 
Day 14: Midterm Task 
              Rubric score sheet (feedback) 

 

 Day 15: 1. Attendance  



       2. Unit 11 Review 
       3. Unit 12: Lesson Introduction 
       4. Vocabulary Building: Vocabulary Practice 
and Pronunciation 
       5. Quiz 
       6. Listening: Goals and dreams 
       7. Speaking: What's your goal? 
       8. 

 

Day 17: 1.  Attendance  
             2. Final Task Announcement  
             3. Rubric Score Sheet Overview 
              
Day 18: 1. Attendance 
              2. Choosing a topic  
              3. Outline of the presentation 
 

 

 

Day 19 Attendance 
            Lesson review 
            Speaking practice 
Day 20: Attendance 
                       
             Checking of Oral Presentation Draft  
  
             Preparation 

 

 

Day 21 Attendance 
          Checking of Oral Presentation Draft 
            
           Preparation 
Day 22: Attendance 
                      
            Checking of Oral Presentation Draft 
            Preparation 

 

 

Day 23 and 24: Attendance 
                    
           Checking of Oral Presentation Draft 
           Preparation 

 

 

Day 25 and 26: Attendance 
                    
           Checking of Oral Presentation Draft 
           Preparation   
Homework: Flipgrid 5 activitiy (How do you see 
yourself 5 years from now?) 

 

 Day 27 and 28 Peer Checking 
Rubric score sheet for pair work. 

 

 Day 29: Part 1 (Oral Presentation) 
Day 30: Part 2 (Oral Presentations) 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPP204-
M01 

2.科目名 メンタルトレーニング 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山内愛 

5.授業科目の区分 
スポーツ心理学分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
2 年⽣秋学期開講の「スポーツ心理学」を
履修済みであることが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・実技 

16.履修制限 

・良好な授業環境を確保するために、履修者数を最大 20 名とします。 
・履修者が多い場合には、初回の授業で抽選を行いますので、必ず出席してください。その
際、スポーツ活動に携わっている学⽣を優先します。 
 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目では、自身の競技場面や指導場面に活かせるよう、メンタルトレーニングについ
て、講義と体験的学習を通して理論と技法を学び、身につけることを目的とします。 
【概要】 
スポーツにおけるメンタルトレーニングとは、アスリートをはじめとするスポーツ活動に携
わる者が、競技力向上並びに実力発揮の為に必要な心理的スキルを習得することを目的とし
た、スポーツ心理学の理念に基づく体系的で教育的な活動です。 
体験的な理解を深めると共に、各種技法の習得を目指すため、授業は講義だけでなく、実
技、グループワーク、学⽣同 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(１)自律性(４)問題発見・解決力(５)コミ
ュニケーションスキル、（6）専門的知識・技能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①メンタルトレーニングの理論を知ることができる。 
②メンタルトレーニングの技法を習得することができる。 
③メンタルトレーニングを自身のスポーツ活動場面において、継続して実践するための方法
を学ぶことができる。 
 

19.教科書・教材 教科書の購入は不要です。適宜資料を配付します。 

20.参考文献 『スポーツメンタルトレーニング教本』(2016)日本スポーツ心理学会[編]/大修館書店 
その他、関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
課題１：毎回の課題レポート・・・40 点【学習目標①・②に対応】 
課題２：毎回の練習日誌の提出・・・20 点【学習目標②に対応】 
課題３：最終レポート・・・40 点【学習目標③に対応】 
※課題は１〜３の全てについて、提出要件を満たし、かつ期日中に定められた方法で提出す
ることを合格基準とします。 

22.コメント 
・授業で学んだ内容を実践するための､各自のスポーツ活動のフィールド(競技スポーツの選
手、指導者、サポートスタッフなど)が想定されると望ましいです｡ 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等にて、質問等へ対応致します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
第１回 ・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価算 〇授業内容の復習 



出の方法・進め方の確認・受講上の留意点などについ
て） 
・メンタルトレーニング概論 
 

第２回 

・アセスメント 
・競技心理検査（Pre Test） 
・自己分析 
・練習日誌① 
講義：心理的競技能力とは？／練習日誌の重要性と記
入例 
実践：検査法／主観的・客観的自己分析／練習日誌・
シェアリング 
 

〇授業内容の復習と実践 

第３回 

・練習日誌② 
・目標設定① 
講義：練習日誌の振り返りと発展／例目標設定の原
則・実施法 
実践：練習日誌／目標設定の作成・シェアリング 
 

〇授業内容の復習と実践 

第４回 

目標設定② 
リラクセーション法① 
講義：理想的な心理状態・ストレス下での心身の反
応・リラクセーション法 
実践：作成した目標設定を元にグループワークを実施 
   呼吸法・筋弛緩法・自律訓練法の実践と評価 
 

〇授業内容の復習と実践 

第５回 

リラクセーション法②・サイキングアップ法 
講義：マインドフルネス瞑想・サイキングアップ 
実践：各種リラクセーション法・サイキングアップの
実践と評価 

◆運動のできる服装◆ 
〇授業内容の復習と実践 

第６回 

イメージトレーニング法（基礎）・セルフコントロー
ル技法① 
講義：イメージ・イメージトレーニング・セルフコン
トロールについて 
実践：リラクセーション法・イメージトレーニングの
実践と評価・ルーティン及びセルフトークの作成と実
施 
 

〇授業内容の復習と実践 

第７回 

ピークパフォーマンス分析・イメージトレーニング法
（応用①） 
講義：ピークパフォーマンス分析を用いたイメージト
レーニング 
実践：ピークパフォーマンス分析・リラクセーション
法・イメージトレーニングの実践と評価・シェアリン
グ 
 

〇授業内容の復習と実践 
 

第８回 
講義：セルフコントロール技法②・イメージトレーニ
ング（応用②） 

〇授業内容の復習と実践 



講義：セルフコントロールについて・イメージストー
リーを用いたイメージトレーニング 
実践：一点集中・積極的思考・気持ちの切り替えにつ
いて・リラクセーション法・イメージトレーニングの
実践と評価・シェアリング 

第９回 

イメージトレーニング実践・セルフコントロール技法
③‐１ 
講義：YOGA の歴史・意義など 
実践：イメージトレーニングとイメージ診断テスト 
 

〇授業内容の復習と実践 

第 10 回 
セルフコントロール技法③−２ 
実践：YOGA のフィールドワーク（アーサナ・呼吸
法・瞑想法の実践） 

◆運動のできる服装◆ 
〇授業内容の復習と実践 

第 11 回 

チームビルディング 
講義：チームビルディングの理論・アプローチ法など 
実践：チームビルディングセッションを考える(グル
ープワーク) 
 

〇授業内容の復習と実践 

第 12 回 

コミュニケーション法 
講義：コミュニケーションスキル・実施法など 
実践：コミュニケーション法の実施 （グループワー
ク） 

◆運動のできる服装◆ 
〇授業内容の復習と実践 

第 13 回 
風景構成法 
講義：風景構成法の歴史・意義・原則など 
実践：風景構成法の実施 ・シェアリング 

〇授業内容の復習と実践 

第 14 回 
最終レポート作成にむけて 
・これまでの振り返り 
・今後のメンタルトレーニング実施計画 

〇授業内容の復習と実践 
提出物：最終レポート 

第 15 回 
・最終レポートのフィードバック・修正 
・競技心理検査（Post Test） 
・振り返り・まとめ 

〇授業内容の復習と実践 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS901-
Y01 

2.科目名 特別研究Ⅰ（手話中級） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 小川知子、幸泉正子 

5.授業科目の区分 

コミュニケーションと
手話 
手話言語分野における
実務経験のある教員に
よる授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学部 9.履修学年 全学年 

10.取得資格の要件 手話検定４級 11.先修条件 
本学の「手話基礎」受講者あるいは厚⽣労
働省の手話奉仕員養成講座(入門)を受けた
者 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面 
16.履修制限 手話を目視確認及び良好な活動環境を確保するために、履修者数を最大 20 名とします。 

17.授業の目的と概要 

目的： ユニバーサル社会、共⽣社会を具体的に進める際に必要な言語コミュニケーション
ツール 
(日本手話)を身につける 
   概要： 授業は聴覚障害のある講師と聞こえる講師の２名です。 
手話言語の基本的文法を学ぶとともに、手話単語の追加習得と会話場面を想定した演習を行
います。 
対象者に合った手話表現技術を身につけます。 
聴覚障害者の暮らしや文化を学び、共⽣社会のあり方を考えます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

ＤＰ（社会的貢献性 多様性理解 コミュニケーションスキル） 
【到達できる学習目標は次の通
り】                                                                  
①  聴覚障害を理解し、手話で日常会話ができる。(手話検定４級レベル) 
②  聴覚障害者の文化に触れ、共⽣社会のあり方を考えることができる。 
 

19.教科書・教材 

必須：「手話基礎」で使用したテキスト（手話奉仕員養成テキスト「手話を学ぼう 手話で
話そう」  
発行:社会福祉法人 全国手話研修センター）を継続使用 
参考図書：「DVD で学ぶ手話の本」全国手話検定試験４級対応(手話でステキなコミュニケー
ション２） 三訂 ￥3,300(税込み) 

20.参考文献 

手話動画サイト 
神⼾市手話動画  https://www.youtube.com/watch?v=PTq7LAl35wM 
全日本ろうあ連盟  https://www.jfd.or.jp/ 
 

21.成績評価 テスト 50％  毎回コメント(講義理解)提出 20％  毎回技術評価 30％ 
22.コメント 質問がある場合は、毎回のコメントの欄に記入可能。次回の授業で回答します。 
23.オフィスアワー 毎週水曜日 4 時限(15:00〜16:30)  1-401 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ 

授業の内容・技術・評定算出の方法・進め方の確認受
講場の注意点などについて 
技術：「手話基礎」の表現確認  
講義：手話文法の基礎知識  

コメント提出：理解したこと 



 

２ 
技術：第 19 講座 表情・強弱・速度  
講義：音とは・障害等級 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

３ 
技術：第 20、21 講座 具体的表現    
講義：聴覚スクリーニング検査 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

４ 
技術：第 23 講座 主語の明確化(1 対 1)   
講義：障害のとらえ方 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

５ 
技術：第 24 講座 主語の明確化(第 3 者も含めて)  
講義：障害者基本法 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

６ 
技術：第 25 講座 役割の切り替え   
講義：差別解消法・合理的配慮 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

７ 
技術：第 26 講座 指さし         
講義：手話言語条例 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

８ 
 

技術：第 28、29 講座 空間の活用    
講義：ろうあ運動の歴史① 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

９ 
技術：第 30、31 講座 同時性・指の代理的表現   
講義:ろうあ運動の歴史② 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

１０ 
技術：第 32 講座 繰り返しの表現     
講義:きこえない人の⽣活 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

１１ 
技術：第 33 講座 意味に合った手話の選択  
講義：手話サークル 
 

コメント提出：理解したこと 
予習：次回の DVD を見る 
 

１２ 技術：基本文法のまとめ① コメント提出：理解したこと 

１３ 技術：基本文法のまとめ② 
コメント提出：理解したこと 
予習：手話スピーチの準備 
 

１４ 手話スピーチ演習 （手話検定４級対応） コメント提出：自分の手話表現課題 
１５ 筆記テスト(知識と手話よみとり)  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS901-
Y02 

2.科目名 
特別研究Ⅰ（インドネシア語Ⅱ） （観光学
科以外） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 藤崎拓海 

5.授業科目の区分 演習科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2 年⽣以上 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 本授業は，インドネシア語Ⅰで学習した内容をもとにさらに発展的な練習を行い定着を図
ること，またその過程で，初級の終わり〜中級レベルに相当する語彙・文法知識及び会話を
習得することを目的としている。 
 授業では，実際によくある場面における会話をペアで練習することが中心となる。数回に
一度，学習の成果をビデオ等に記録することも行う。また，⺟語話者とのビデオ交流も実施
する予定である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 以下に掲げる本授業の学習目標は，DP の? 多様な文化やその背景を理解し受け入れる能
力，? コミュニケーションスキル，の学修に関連しています。 
? インドネシア語Ⅰで学習した内容を様々な場面で応用できるようになる。 
? 授業で学習したインドネシア語をもとに⺟語話者と実際に交流し，インドネシア語やイ
ンドネシアの文化社会に関する理解を深める。 

19.教科書・教材 授業の中で配布する。 
20.参考文献 授業の中で指示する。 
21.成績評価 小テスト 30％＋授業への積極的参加（音読・ペア練習・課題）40％＋期末課題 30％ 

22.コメント 
今年度インドネシア語Ⅰを履修している，あるいは昨年度すでにインドネシア語Ⅰの履修を
終えている学⽣の履修が望ましい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で，質問等に対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】 題目：ガイダンス，Flipgrid のインストール  

【第２回】 
・ 文字と発音の対応関係 
・ 発音練習 
文化：インドネシア主要都市紹介 

今回の復習・次回の発表準備 

【第３回】 発表「これは私の好きな芸能人です」 
 ＞ 修飾の語順（復習），形容詞，他己紹介 

今回の復習・次回の発表準備 

【第４回】 
発表「インドネシアに行ったら…」 
 ＞接続詞 kalau, 助動詞 ingin 

今回の復習 

【第５回】 

「トイレはどこにありますか？」 
 ＞ 位置を表す表現，他人の注意を惹く 
文化：宗教と恋愛，結婚  
ペアワーク：会話練習 

今回の復習 

【第６回】 
「日本は今何の季節？」 
 ＞季節，月の名前  
ペアワーク：会話練習 

今回の復習 

【第７回】 
「何曜日にアルバイトをしているの？」 
 ＞曜日，時間の⻑さ   
ペアワーク：会話練習 

今回の復習・小テストの準備 

【第８回】 「ごめん，今日ちょっと体調が悪いの」 文字おこし 



 ＞体の部位，病気関係の語彙，断り方 
文化：病気，⺠間療法  
ペアワーク：会話練習 

【第９回】 ⺟語話者とのビデオ交流準備 返信ビデオ撮影＋文字おこし 
【第 10 回】 ⺟語話者とのビデオ交流準備 返信ビデオ撮影 

【第 11 回】 

「授業の後，時間ある？」 
 ＞依頼，予定の調整 
文化：「ゴム時間」とは 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習 

【第 12 回】 

「授業の後，時間ある？」 
 ＞依頼，予定の調整 
文化：イスラム教の犠牲祭 Idul Adha 
ペアワーク：会話練習 

今回の復習 

【第 13 回】 グループワーク：期末課題作成 期末課題作成に向けた打ち合わせ等 
【第 14 回】 グループワーク：期末課題作成（完成） 期末課題作成に向けた打ち合わせ等 
【第 15 回】 グループワーク：期末課題撮影，提出  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
A71 

2.科目名 
特別研究Ⅱ（インバウンド実務主任者認定試
験対策） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 夏学期の特別研究科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 国際ツーリズム専攻 9.履修学年 2 年⽣〜 

10.取得資格の要件 観光検定・インバウンド主
任認定試験 

11.先修条件 観光産業論、観光実務論、インバウンド産
業論、観光産業特論などを履修 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面講義 
16.履修制限 夏学期中、9 月 6 日〜9 日（4 日間） 

17.授業の目的と概要 

概要と目的 
最近、国際観光業界の急成⻑により、関連企業の人材不足と共に、専門知識を持った人材を
求めている状況である。このような社会の流れに合わせて優秀な人材を輩出するため、一般
財団法人全日本情報学習振興協会が主催とするインバウンド観光主任認定試験と観光検定試
験が毎年 4 回、実施されている。本学の経営学科では観光人材を育成するため、国際ツーリ
ズム専攻の授業で観光産業論、観光実務論、観光産業特論など観光の専門分野における学習
を集中的に実施している。特に特別研究科目は、この授業を通じて観光検定試験に合格し、
観光 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標 
特別研究科目は、観光の専門家として証明することができる観光検定試験、インバウンド実
務主任者試験を目指して、 
集中講義を実施し、出来るだけ多数の合格者を輩出することを目標とする。 
 

19.教科書・教材 インバウンド実務主任者認定試験 公式テキストと問題集 
20.参考文献 過去提出された試験問題 

21.成績評価 
毎回のテストで評価する。 
観光検定、インバウンド実務主任者試験の申し込みをする 
 

22.コメント 観光検定に合格するはっきりした目標をもつ学⽣ 
23.オフィスアワー 金曜日 3 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

８月１日 
４コマ 
 

①回目  
2 限〜５限 
観光検定テキスト講習会実施 
過去問題集 小テスト実施 

テキスト持参 

８月２日 
４コマ 

②２限〜５限 
過去問題集 学習 
小テスト実施 

テキスト持参 

８月３日 
４コマ 
 

③２限〜５限 
小テスト結果を分析し 
自分の弱い部分を強化する 

テキスト持参 

８月４日 
３コマ 

④３限〜５限 
最終的模擬テスト実施 
結果を見て振り返り 

テキスト持参 

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
A72 

2.科目名 特別研究Ⅱ（IT パスポート試験対策講座） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 コモンベーシック 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 IT は現代社会においてなくてはならない社会インフラとなっている。ビジネスでも日常⽣
活でも IT 用語が一般用語として使用されている。IT パスポート試験は、すべての社会人・
学⽣が備えておくべき IT に関する基礎的な知識が証明できる国家試験である。この試験の
合格をめざし、IT を正しく理解し、効果的な IT 活用のできる知識技能の習得を目的とす
る。 
 授業では、基礎知識の解説からはじめ、基礎問題でさらに基礎力をかため、過去問題等で
応用力をつけるという形で、講義と練習問題を解くことを中心に進める。 
 日本では、2030 年 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①コンピュータの基本用語および仕組みを理解する。 
②ハードウェア・ソフトウェアの知識を習得する。 
③システムの考え方・セキュリティの知識を習得する。 
④ IT パスポート試験に挑戦（or 受験を検討)する。 

19.教科書・教材 かんたん合格 IT パスポート教科書 令和 4 年度 坂下 ⼣里 ＆ラーニング編集部 (著)、株
式会社インプレス、2022 年 

20.参考文献  

21.成績評価 

小テストｘ8 16 点 
中間テスト 26 点 
小テストｘ4 8 点 
最終テスト 50 点 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 科目内容の概要、到達目標、評価方法等 
  IT パスポートの勉強法についてのレクチャ 
第 2 回 コンピュータ① 
  コンピュータの基本、記憶装置、入出力装置、ソ
フトウェア 
第 3 回 コンピュータ② 
  表計算ソフト−複写、表計算ソフト−関数、2 進
数、マルチメディア 
第 4 回 データベース① 
  データベース、データベースの作成 
第 5 回 データベース② 
  データベースの操作、抽出条件の指定 
第 6 回 ネットワーク① 
  ネットワーク、無線 LAN、プロトコル、IP アド
レス 

第 2〜9 回と第 10〜14 回の各回のあと、そ
れぞれ 2 問ずつ出題し、回答を求める。 



第 7 回 ネットワーク② 
  インター 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS902-
a01 

2.科目名 特別研究Ⅱ（体験の言語化） ※遠隔 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹、尾崎慶太 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 オンライン（zoom） 

16.履修制限 
 本学の学⽣と一般社団法人学修評価・教育開発協議会加盟校の学⽣のうち、今後、経験学
習プログラムを受講する予定、もしくは経験学習プログラムを受講済みで、より深い学びに
したい学⽣を対象とします。 

17.授業の目的と概要 

経験学習プログラムにおける学習効果をより高めることを目的とします。体験したことを個
人の物語として閉じ込めておくのではなく、他者の視点や社会の課題と結びつけることで、
それら課題に現実的にどのように関わっていけるのかについて、自分のことばで語ることが
できるよう学習していきます。 
＊この授業はオンラインで実施します（zoom の接続環境が必要）。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢
（社会的貢献性）の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①自分の体験から社会の課題を発見することができる。 
②自分の体験につながっている社会の課題を語ることができる。 
③社会の課題に自分がどう関わっていけるのかを表現できる。 

19.教科書・教材 適宜配付します。 

20.参考文献 
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編（2018）「体験の言語化実践ガイドブッ
ク」成文堂 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下のとおりです。 
課題 1：ワークシート 30 点［学習目標①、②に対応］ 
課題 2：中間のふりかえりシート 10 点［中間のまとめ］ 
課題 3：最終プレゼンテーション 40 点 ［総括、学習目標①、②、③に対応］ 
課題 4：自己評価のためのふりかえりシート 20 点[総括] 
※課題は 1-4 のすべてについて、提出要件を満たすことを合格基準とします。なお、最終プ
レゼンテーションについては授業内でルーブリックを示しますので、それを参考に課題に取
り組んでください。 

22.コメント 

・本学の学⽣と一般社団法人学修評価・教育開発協議会加盟校に向けた開放科目になりま
す。サービスラーニングやインターンシップなどの体験をもとに、他大学の学⽣とともに社
会とのつながりや貢献可能性に関連付けながら、自己成⻑と学びの発展を図っていきましょ
う。 
・授業展開は、主としてオンラインツール zoom を利用して実施します。具体的な日程につ
いては、別途案内します。概ね 5 月から 7 月に 8 回、10 月から 12 月に 7 回実施します。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
春学期 

・オリエンテーション（本科目の目標、内容、評価の
確認） 
・経験学習とは何か？ 

○提示した事前課題（動画視聴）に取り組
み、特徴的な点について整理する 

【第 2 回】 
・これまでの体験を語る a-1 
-事前課題の共有 

○ワークシートをもとに、過去の体験を具体
化する 



-体験を言語化するポイントを学ぶ 

【第 3 回】 ・これまでの体験を語る a-2 
-ワークシートを使って自己の体験を他者に伝える 

○本時の授業内容を踏まえ、ワークシートに
記載の過去の体験をブラッシュアップする 

【第 4 回】 
・体験を深める 
-ロールプレイを体験し、「自分-他者」の関係性につ
いて考える 

○ワークシートをもとに、体験の中に存在す
る他者の⽴場を検討する 

【第 5 回】 
・体験を社会の問題につなげる① 
-「自分-他者」の関係性を「自分-他者-社会」の関係
性へと発展させる 

○ワークシートをもとに、体験の中に潜む社
会の問題について検討する 

【第 6 回】 
体験を社会の問題につなげる② 
-自己の体験から発見した社会の問題について、グル
ープで共有する 

○中間プレゼンテーションの準備をする 

【第 7 回】 
・これまでの体験を経験として語る 
-これまでの作業課題をまとめ、中間プレゼンテーシ
ョンを行う 

○中間プレゼンテーションのふりかえりを行
い、夏学期（8-9 月）の活動に向けたアクシ
ョンプランを検討する 

【第 8 回】 
・発展に向けた活動のあり方を考える 
-中間のふりかえりを行う 

＊夏の休暇期間中にサービス・ラーニング等
に取組む 

【第 9 回】 
秋学期 

・深いふりかえりに取組むために 
-体験を言語化するポイントの再確認 

○ワークシートをもとに、夏学期の活動の中
からインパクトのあった場面を抽出する 

【第 10 回】 
・体験を語る b-1 
-ワークシートを使って自己の体験を他者に伝える 

○本時の授業内容を踏まえ、ワークシートに
記載の過去の体験をブラッシュアップする 

【第 11 回】 
・体験を語る b-2 
-自己の体験の中に存在する他者の⽴場を考える 

○ワークシートをもとに、体験の中に存在す
る他者の⽴場を検討する 

【第 12 回】 
・社会問題との接続を明確にする① 
-「自分-他者」の関係性を「自分-他者-社会」の関係
性へと発展させる 

○ワークシートをもとに、体験の中に潜む社
会の問題について検討する 

【第 13 回】 
・社会問題との接続を明確にする② 
-自己の体験から発見した社会の問題について、グル
ープで共有する 

○最終プレゼンテーションの準備をする 

【第 14 回】 
・経験学習の成果報告 
-最終プレゼンテーション 

○最終プレゼンテーションのふりかえりを行
い、次の学習課題設定（アクションプラン）
を検討する 

【第 15 回】 
・学びのふりかえりと発展に向けて 
-最終のふりかえりと次の学習課題について全体共有
する 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS904-
Y01 

2.科目名 
特別研究Ⅳ（留学⽣のための社会学・ﾃﾞｰﾀｻｲ
ｴﾝｽ入門） 

3.単位数 4 

4.授業担当教員 友枝敏雄、章志華、杉本泰子、中嶌康二、永井純一、藤木清 

5.授業科目の区分 特別研究 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学部社会学科 9.履修学年 1 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 留学⽣を対象とする。 

17.授業の目的と概要 

目的： 
留学⽣ 1 年⽣は、春学期では日本語学習を重点的に行うため、その間に学ぶ、専門教育への
導入科目として本科目を開設する。この科目では、社会学基礎Ⅰ、データサイエンス入門、
情報倫理、社会調査論、基礎統計学の導入学習として、それぞれの科目内容が学習可能とな
るように日本語能力及び専門用語修得を目指す。 
概要： 
社会学基礎Ⅰ、データサイエンス入門、情報倫理、社会調査論、基礎統計学の 5 科目で必要
な用語・知識およびその周辺の用語・知識について解説を加え、日本語能力を上げるととも
に専門知識を身につけていく。具体的に 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この科目で学ぶと、次のような知識・スキルが身につきます。 
■第 1 部： 
情報倫理について、これまで学んだことを発表できる。また、これから学ぶべきことを説明
できるようになること。 
■第 2 部： 
「留学⽣のためのＩＴリテラシー」テキストや講義プリントの学習を通して、データ処理道
具としてのコンピュータやＩＴリテラシー、そしてデータサイエンスに係る基本概念や専門
用語（日本語）について理解し説明できること。 
■第 3 部： 
質的調査に必要なスキルを身につける。調査結果をまとめ、プレゼンテーションする能力を
身につける。 
■第 4 部： 
社会学の入門テキストの学習を通して、日本語の習得と社会学という学問の入り口について
学ぶ。 
■第 5 部： 
統計学の基礎知識を身につける 
 

19.教科書・教材 

■第 1 部：必要に応じて印刷した資料を配付します。 
■第 2 部：秋山崇編『留学⽣のための IT リテラシー』第 2 版, インフォテック・サーブ
（2020 年） 
 ※第 18 回は自作プリントで対応 
■第 3 部：伊達平和・高田聖治『社会調査法』学術図書出版社（2020 年） 
 ※このテキストは「社会調査論」でも使用予定です。 
■第 4 部：友枝敏雄・山田真茂留・平野孝典編『社会学で描く現代社会のスケッチ』みらい
（2019 年） 
 ※テキストの 1 つの章を 1 コマでやる予定です。進捗状況によっては、1 つの章を 2 コマ
でやります。 
 ※このテ 



20.参考文献 必要に応じて紹介・配付します。 

21.成績評価 

下記のとおり、第 1〜5 部までそれぞれ成績評価の対象が決まっています。 
もれのないように実施し、合計 60 点以上獲得したら合格となります。 
■第 1 部： 
（1）情報倫理についてこれまで学んだことの発表・スライドの提出、（2）これから学ぶべ
きことの発表・スライドの提出 ※評価の基準は授業中に説明します。  
■第 2 部： 
受講態度および毎回授業のリフレクションシートを用いて評価する。 
■第 3 部： 
ワークシート、課題（聞き取り調査）を評価対象とする。 
■第 4 部： 
（1）授業中の質問への応答、（2）授業への感想（2 コマ 

22.コメント ・この科目では、日本語教育の杉本泰子先⽣が授業支援担当として授業に参加し、留学⽣の
皆さんの学習を支援します。 

23.オフィスアワー 授業時に案内します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1・2 回 

（1）科目オリエンテーション／情報倫理で学ぶべき
こと 
（2）情報倫理について、これまでどんなことを学ん
できた？（調べる・まとめる＝グループワーク） 

事前：シラバスを読んでくる 
事後：「情報倫理で学んだこと」について発
表をまとめる。 

第 3・4 回 

（1）情報倫理について、これまでどんなことを学ん
できた？（発表する＝グループワーク） 
（2）情報倫理について、これまでどんなことを学ん
できた？（意見を交わす＝グループディスカッショ
ン） 

事後：「情報倫理について、何を学ぶとよい
か」について発表をまとめる。 
◆提出：発表スライド（1） 
 

第 5・6 回 

（1）情報倫理について、これからどんなことを学ぶ
とよい？（発表する＝グループワーク） 
（2）情報倫理について、これからどんなことを学ぶ
とよい？（e ポートフォリオに成果を残す） 

事後：発表スライドを e ポートフォリオに
登録（操作練習も兼ねて） 
◆提出：発表スライド（2） 

第 7・8 回 

（1）データ処理道具としてのコンピュータの基本構
成とソフトウェアの利用 
（2）データ通信手段としてのネットワークの構成と
インタネット技術 
 

◆提出：リフレクションシート（7・8 回） 

第 9・10 回 
（1）情報システムとマルティメディア技術 
（2）データ構造アルゴリズムとプログラミング技術 ◆提出：リフレクションシート（9・10 回） 

第 11・12 回 
（1）業務把握・業務改善とシステム戦略 
（2）ビッグデータ・人工知能（AI）技術とデータサ
イエンス 

◆提出：リフレクションシート（11・12
回） 

第 13・14 回 
（1）社会調査とは 
（2）質的調査と量的調査 ワークシートを完成させ、翌週までに提出 

第 15・16 回 （1）質的調査① 
（2）報告書の読み方② 

聞き取り調査を実施し、ワークシートにまと
め、翌週までに提出する。 

第 17・18 回 
（1）質的調査② 
（2）調査結果のまとめ方 

調査結果をレポートにまとめ、翌週までに提
出する。 

第 19・20 回 
（1）イントロダクション（世界社会の動向、日本社
会のトレンド、大学で学ぶことの意味） 

次週部分の音読（朗読） 



（2）友人とは誰のことか 
（3）本日（第 19･20 回)の授業内容の感想（最後の
10 分くらいで書く） 
 

第 21・22 回 

（1）「絆」を強くすれば自殺は減るのか 
（2）美容整形のきっかけとは 
（3）本日（第 21･22 回）の授業内容の感想（最後の
10 分くらいで書く） 

次週部分の音読（朗読） 

第 23・24 回 

（1）日本人は宗教を信じていないのか 
（2）「未熟」な若者がフリーターやニートになるの
か 
（3）本日（第 23･24 回）の授業内容の感想（最後の
10 分くらいで書く） 

特になし 

第 25・26 回 
（1）変数と尺度 
（2）質的変数の分析ークロス集計 
 

◆提出：リフレクションシート（25・26
回） 

第 27・28 回 
（1）量的変数の分析ー散布度 
（2）量的変数の分析ー代表値 

◆提出：リフレクションシート（27・28
回） 

第 29・30 回 
（1）量的変数間の関係ー散布図 
（2）量的変数間の関係ー相関係数 
 

◆提出：リフレクションシート（29・30
回） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS904-
Y02 

2.科目名 特別研究Ⅳ（グローバル歴史） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 Patrick Shorb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 Anyone 9.履修学年 
2nd and 3rd year 
students 

10.取得資格の要件 

TOEIC 550 recommended 
or willing to study hard 
while improving their 
English! 

11.先修条件 None 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course will introduce students to the history of the modern world. Specifically, it will 
focus on the increasingly intense trans-regional interactions between Eurasia, Africa and 
the Americas after 1500 CE. This course will be preoccupied with four a 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Upon the successful completion of this course, students will be able to: 
A. Recognize and summarize important trends in global history; 
B. Use scholarly concepts (e.g. “the nation,” “class” “gender,” “race”) to organize 
historical knowledge and facilitate analyses of such historical change; 
C. Evaluate primary texts critically and effectively by understanding different 
points of view, appraising their use of logic and evidence, and identifying biases and 
assumptions; 
D. Compose effective arguments by integrating relevant historical evidence from 
multiple primary sources and draw new insights through the use of chronological and 
cross-cultural comparisons. 
E. Read course-related texts quickly and still understand key points and 
arguments;  
F. Write academic essays that have a clear thesis, are well-structured, and make 
persuasive arguments through textual evidence; 
G. Contribute to group activities and collaborate productively with class peers 
who share different viewpoints;  
H. Present in front of others in an organized, engaging way; 
I. Recognize that issues are not always clear-cut: the best arguments are often 
nuanced and based on a careful weighing of the best-available evidence. 
J. Learn how to learn by reflecting on the strengths and weaknesses of oneʼs own 
performance and those of class peers. 
In keeping with the Kansai University of International Studies' Diploma Policy, this course 
will enable students to do the following: 
1. Can compose effective history essays on one's own through the draft and revision 
process, thereby demonstrating advanced-level self-initiative. 
2. Can understand peoples from other cultures and times thereby demonstrating 
advanced-level intercultural understanding. 
3. Can use textual evidence from primary sources to advance historical analysis and 
interpretations, thereby demonstrating advanced problem identifying and problem solving 
skills. 
4. Can express opinions in English effectively through discussion and debate, thereby 



demonstrating advanced-level communication skills. 

19.教科書・教材 The Earth and Its Peoples, Brief Volume II: Since 1500: A Global History,6th Edition  
Cengage【 ISBN 】 9781285445533 

20.参考文献  

21.成績評価 

Class Activity Participation 30% 
Quizzes 30% 
Reading Responses 40% 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー Fridays during Lunch hour 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Class #1 Personal Goals, Group Rules, Objectives; 
Skills Workshop #1 ?Reading Textbooks 
Class #2 “Reoriented World and the Rise of the 
ʻWestʼ”; Skills Workshop #2 ?Taking Lecture Notes; 
 

 

Week 2 

Class #3 “What Does it Mean to be Reoriented?”; 
Skills Workshop #3 ?Reading Primary Sources  
Class #4 Encounters with “Barbarians;” Skills 
Workshop #4 ?Designing Group-work Activities 
 

 

Week 3 

Class #5 Reorienting the European Mind; Skills 
Workshop #5 ?Chronological Analysis 
Class #6 Reorienting European State & Society, 
1500-1750 
 

 

Week 4 

Class #7 Atlantic Systemʼs Winners and Losers; 
Skills Workshop #6 ?Thinking about Point of View 
Class #8 Change and Continuity in Eurasia, 1500-
1750 
 

 

Week 5 
Class #9 Reorientations in East Asia, 1500-1750;  
Class #10 Skills Workshop #7 Creating an Argument 
 

 

Week 6 

Class #11 Skills Workshop #8 ?Revising the 
Comparison-Contrast Essay 
Class #12 The Revolutions of the “Western” World, 
1750-1900 
 

 

Week 7 

Class #13 A “Revolution” of Liberty and Progress, 
1750-1815 
Class #14 Transformations in Society, 1750-1850 
 

 

Week 8 

Class #15 Understanding the “Nation” in World 
History, 1800-1850 
Class #16 Defining Status in “Modern” “Nations,” 
1850-1900 

 



 

Week 9 

Class #17 Skills Workshop #9? Preparing for 2nd 
Essay 
Class #18 Confronting “Nation” and “Modern” in 
Eurasia, 1750-1900 
 

 

Week 10 

Class #19 Modernity in East Asia, Nationalism in 
East Asia, 1750-1900 
Class #20 “New” Imperialism in Americas, Africa 
and Asia 
 

 

Week 11 

Class #21 Reinventions: “ʼWar! What is it Good 
For?,ʼ” 1900-present 
Class #22 Skills Workshop #10 ?Revising the 
Chronological Analysis Essay 
 

 

Week 12 
Class #23 World War I & its Aftermath, 1900-1930 
Class #24 Early Anti-Colonialism, 1900-1940 
 

 

Week 13 

Class #25 Crisis and Authoritarianism, 1930-1945 
Class #26 “Whose Globalization? Whose 
Community?,” 1945-2020 
 

 

Week 14 

Class #27 The Cold War and Decolonization, 1945-
1990 
Class #28 New Forces, New Participants, 1950-
1980 
 

 

Week 15 

Class #29 Globalization & its Discontents, 1990-
2020 
Class #30 Skills Workshop #11?Writing the 
Integrative Essay 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SPS904-
Y04 

2.科目名 特別研究Ⅳ（グローバル歴史） （聴講用） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 Patrick Shorb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 Anyone 9.履修学年 
2nd and 3rd year 
students 

10.取得資格の要件 

TOEIC 550 recommended 
or willing to study hard 
while improving their 
English! 

11.先修条件 None 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This course will introduce students to the history of the modern world. Specifically, it will 
focus on the increasingly intense trans-regional interactions between Eurasia, Africa and 
the Americas after 1500 CE. This course will be preoccupied with four a 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Upon the successful completion of this course, students will be able to: 
A. Recognize and summarize important trends in global history; 
B. Use scholarly concepts (e.g. “the nation,” “class” “gender,” “race”) to organize 
historical knowledge and facilitate analyses of such historical change; 
C. Evaluate primary texts critically and effectively by understanding different 
points of view, appraising their use of logic and evidence, and identifying biases and 
assumptions; 
D. Compose effective arguments by integrating relevant historical evidence from 
multiple primary sources and draw new insights through the use of chronological and 
cross-cultural comparisons. 
E. Read course-related texts quickly and still understand key points and 
arguments;  
F. Write academic essays that have a clear thesis, are well-structured, and make 
persuasive arguments through textual evidence; 
G. Contribute to group activities and collaborate productively with class peers 
who share different viewpoints;  
H. Present in front of others in an organized, engaging way; 
I. Recognize that issues are not always clear-cut: the best arguments are often 
nuanced and based on a careful weighing of the best-available evidence. 
J. Learn how to learn by reflecting on the strengths and weaknesses of oneʼs own 
performance and those of class peers. 
In keeping with the Kansai University of International Studies' Diploma Policy, this course 
will enable students to do the following: 
1. Can compose effective history essays on one's own through the draft and revision 
process, thereby demonstrating advanced-level self-initiative. 
2. Can understand peoples from other cultures and times thereby demonstrating 
advanced-level intercultural understanding. 
3. Can use textual evidence from primary sources to advance historical analysis and 
interpretations, thereby demonstrating advanced problem identifying and problem solving 
skills. 
4. Can express opinions in English effectively through discussion and debate, thereby 



demonstrating advanced-level communication skills. 

19.教科書・教材 The Earth and Its Peoples, Brief Volume II: Since 1500: A Global History,6th Edition  
Cengage【 ISBN 】 9781285445533 

20.参考文献  

21.成績評価 
Class Activity Participation 30% 
Quizzes 30% 
Reading Responses 40% 

22.コメント  
23.オフィスアワー Fridays during Lunch hour 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Class #1 Personal Goals, Group Rules, Objectives; 
Skills Workshop #1 ?Reading Textbooks 
Class #2 “Reoriented World and the Rise of the 
ʻWestʼ”; Skills Workshop #2 ?Taking Lecture Notes; 
 

 

Week 2 

Class #3 “What Does it Mean to be Reoriented?”; 
Skills Workshop #3 ?Reading Primary Sources  
Class #4 Encounters with “Barbarians;” Skills 
Workshop #4 ?Designing Group-work Activities 
 

 

Week 3 

Class #5 Reorienting the European Mind; Skills 
Workshop #5 ?Chronological Analysis 
Class #6 Reorienting European State & Society, 
1500-1750 
 

 

Week 4 

Class #7 Atlantic Systemʼs Winners and Losers; 
Skills Workshop #6 ?Thinking about Point of View 
Class #8 Change and Continuity in Eurasia, 1500-
1750 
 

 

Week 5 
Class #9 Reorientations in East Asia, 1500-1750;  
Class #10 Skills Workshop #7 Creating an Argument 
 

 

Week 6 

Class #11 Skills Workshop #8 ?Revising the 
Comparison-Contrast Essay 
Class #12 The Revolutions of the “Western” World, 
1750-1900 
 

 

Week 7 

Class #13 A “Revolution” of Liberty and Progress, 
1750-1815 
Class #14 Transformations in Society, 1750-1850 
 

 

Week 8 

Class #15 Understanding the “Nation” in World 
History, 1800-1850 
Class #16 Defining Status in “Modern” “Nations,” 
1850-1900 
 

 



Week 9 

Class #17 Skills Workshop #9? Preparing for 2nd 
Essay 
Class #18 Confronting “Nation” and “Modern” in 
Eurasia, 1750-1900 
 

 

Week 10 

Class #19 Modernity in East Asia, Nationalism in 
East Asia, 1750-1900 
Class #20 “New” Imperialism in Americas, Africa 
and Asia 
 

 

Week 11 

Class #21 Reinventions: “ʼWar! What is it Good 
For?,ʼ” 1900-present 
Class #22 Skills Workshop #10 ?Revising the 
Chronological Analysis Essay 
 

 

Week 12 
Class #23 World War I & its Aftermath, 1900-1930 
Class #24 Early Anti-Colonialism, 1900-1940 
 

 

Week 13 

Class #25 Crisis and Authoritarianism, 1930-1945 
Class #26 “Whose Globalization? Whose 
Community?,” 1945-2020 
 

 

Week 14 

Class #27 The Cold War and Decolonization, 1945-
1990 
Class #28 New Forces, New Participants, 1950-
1980 
 

 

Week 15 

Class #29 Globalization & its Discontents, 1990-
2020 
Class #30 Skills Workshop #11?Writing the 
Integrative Essay 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2104-
Y01 

2.科目名 メディア文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 永井純一、真鍋公希 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 該当なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

本講義は文化を通じて社会について理解を深めるための視点や感性および思考の獲得をめざ
すものである。 
なお、授業では文化のなかでも特に音楽や映像作品といったメディア文化やポピュラー文化
をとりあげる。これらの背景には「メディア状況」「社会構造」「時代性」「⺠族性」「ジェン
ダー」など、現代社会を象徴するさまざまなテーマを見出すことが可能である。 
本講義の目的は文化社会学の知見や先行研究を紹介しつつ、こうした分析や考察を通じて、
ひろく文化と社会のつながりについて考える力を身につけるものである。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S2）社会や文化について科学的に理解する力、（S3）新たな文
化創造のための豊かな感性を涵養し、社会発展に貢献する力の学修に関連している。  
本科目の学習目標は次のとおり。 
①ポピュラー文化を題材に、メディアと社会の関係について説明できる。 
②メディア、文化社会学に関する理論を説明できる。 

19.教科書・教材 板書と視聴覚メディアを利用した講義形式。教科書は使用せず印刷物を配布する。 
20.参考文献 授業内で適宜紹介します。 

21.成績評価 
授業中におこなう小レポート（20 点） [学習目標①②に対応］ 
中間レポート（40 点） [学習目標①②に対応］ 
期末レポート（40 点） [学習目標①②に対応］ 

22.コメント 1~7 回を永井、8~１４回を真鍋が担当し、15 回目のまとめは二人で行います。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：⽕曜 4 限  学修支援センター：木曜 4 限（永井） 
個人研究室：⽕曜 4 限  学習支援センター：木曜 3 限（真鍋） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［講義］はじめに――「文化」とは何か 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 2 回】 ［講義］オーディエンス 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 3 回】 ［講義］文化産業 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 4 回】 ［講義］メディアはメッセージ 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 5 回】 ［講義］文化の祝祭化 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 6 回】 ［講義］音楽とジェンダー、セクシュアリティ 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 7 回】 
［講義］文化と社会階層・政治――ブリットポップと
クールブリタニア 

準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 8 回】 ［講義］映画に映し出された社会 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 



【第 9 回】 ［講義］映画の文法：ショットのつなぎ方と意味 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 10 回】 ［講義］初期映画と映画の受容 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 11 回】 ［講義］アニメーション・映画・CG 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 12 回】 ［講義］写真とインスタグラム 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 13 回】 
［講義］作品の受容（1）：物語消費・データベース
消費 

準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 14 回】 ［講義］作品の受容（2）：メディアミックス 
準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 

【第 15 回】 ［講義］まとめ 準備学習：与えられた課題をする（60 分） 
復習：参考文献を読む（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2107-
Y01 

2.科目名 神⼾学フィールドワーク 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 
1 年次〜（観光学科は
3 年次〜） 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ウェブコンテンツでの現地ルポの見せ方として、撮ってきた写真を枠線に入れて配置し、ふ
きだしや擬音を重ねて作るコミック形式のものが人気を集めています。この授業では、テー
マを決めて神⼾の街を取材（フィールドワーク）し、コミック形式の現地ルポを作ってネッ
ト上にアップするまでをおこないます。 
大学周辺で撮影した写真を使った練習作品で基本的な手順を覚えてもらった上で、各人（２
〜３人のグループも可）で取材テーマを決め、フィールドワークをおこない、本格的なルポ
ルタージュ作品を作ってもらいます。 
よくできた作品は、ウェブマ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（S2）社会や文化についての科学的理解力、（S3）新たな文化
創造、（2）問題解決力、（3）コミュニケーション力の学修に関連しています。 
①地域情報の発信に必要な技術（写真撮影、資料収集、画像編集、伝わりやすい表現・演
出）を使用することができる。 
②取材の⽴案からルポタージュの作成まで、自主的に考え、計画的に実施していける。 
③自分の作品をプレゼンテーションすることができる。 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・練習作品の完成度 … 20 点（学習目標①②に対応） 
・授業内での議論や学外での取材での積極性 … 20 点（学習目標②に対応） 
・最終的な作品の完成度 … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント 
第１〜５回はその後の作業を進める上で重要な内容が続きます。欠席した人は先に進めない
ので、オフィスアワーに補講をおこないます。この補講に出られない、あるいは補講も欠席
した人には、履修を取り消してもらうことがあります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ・授業ガイダンス 
・履修者の確定 

・『{神⼾自由研究ファイル,https://kei-
nam.com/kobe̲studies/}』のレビューの準
備 
・取材企画を考える 

【第 2 回】 
・『{神⼾自由研究ファイル,https://kei-
nam.com/kobe̲studies/}』のレビュー発表 
・取材企画バージョン１の作成 

・練習作品の題材を考える 
・取材企画を修正する 

【第 3 回】 ・練習作品１ 大学の近辺で写真撮影 
・練習作品の構成を考える 
・取材企画を修正する 

【第 4 回】 ・練習作品２ 基本操作の解説１（スマホからの写真 ・練習作品の構成を考える 



移動、heic 画像の変換、文書ファイルへの貼り付け
など） 

・取材企画を修正する 

【第 5 回】 
・練習作品３ 基本操作の解説２（トリミング、枠
線・吹き出し・擬音・テキストボックスの貼り方やレ
イヤー処理） 

・練習作品の構成を考える 
・取材企画を修正する 

【第 6 回】 
・練習作品４ 各人で作品編集  
・取材企画バージョン２の作成 

・取材企画の修正 
・休日に実際に取材に行く 

【第 7 回】 
・練習作品５ 各人で作品編集  
・取材企画バージョン３の作成 

・取材企画の修正 
・休日に実際に取材に行く 

【第 8 回】 ・練習作品６ 作品の発表 
・各人の取材企画の発表 

・取材企画の修正 
・休日に実際に取材に行く 

【第 9 回】 
・取材（この回までに休日などを使って自分の企画し
た取材を実施する。その代わりにこの回の授業は休講
とする。） 

・休日に実際に取材に行く 

【第 10 回】 ・作品制作１ 実際に撮ってきた写真から構成を考え
る 

・追加取材が必要なら行く 

【第 11 回】 ・作品制作２ 各人で作品編集 ・追加取材が必要なら行く 
【第 12 回】 ・作品制作３ 各人で作品編集 ・追加取材が必要なら行く 
【第 13 回】 ・作品制作４ 各人で作品編集 ・追加取材が必要なら行く 
【第 14 回】 ・作品制作５ 各人で作品編集 ・追加取材が必要なら行く 
【第 15 回】 ・作品の発表と相互評価  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2206-
Y01 

2.科目名 労働社会学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 飯嶋⾹織 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
総合社会学科・（観光学科 2019 年度以降入学
⽣）・社会学科 9.履修学年 

2 年〜 
   総合社会学科 社会
学フィールドの専門科
目：履修者が多い場合
は総合社会学科の学⽣
優先となります。 

10.取得資格の要件  11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 現在、日本は少子高齢化社会の進行の中で、仕事のあり方も大きく変化している。そうい
った状況下での職業、仕事、会社のありかたなどについての具体的な事例などを通して考え
ていく。 現在、労働のあり方、雇用環境に大きな変化があり、大学⽣の就職、非正規労働
力率の高まり、⻑期安定雇用の減少といったさまざまな課題を抱えている。 
 さらに外国人労働者などが日本の労働市場に多く参入するようになってきた。こうした変
化の実態を映像資料や各種の統計などを通して理解し、今後の労働のあり方について検討す
ることである。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は 総合社会学科の DP の「S1.修得した知識技能を通して、現代社会の諸
問題を総合的に理解する力」「2.主体的かつ柔軟に行動し、問題解決を図る力」の学修に関
連している。 
①日本的雇用システムによって、家族のかたち、日本型福祉や社会政策がどのように規定さ
れてきたのか、それが現在どのように変化してきたのかについて理解し説明できる。 
②女性、非正規労働者、高齢者など、多様な働き方の現状と課題に理解し、説明できる。 
③日本での外国人労働者の現状や抱える課題、日本の労働市場に与える影響などを理解し、
説明できる。 
④グローバル化の進行の中で、今後の労働のあり方がどのように変換していくかについて理
解し、説明できる。 
⑤現代日本企業のあり方やその変化の動向を学び、大学卒業後の自らの働き方や⽣活につい
て理解し、説明することができる。 

19.教科書・教材 
指定なし 
 必要な資料は授業中に配布するか、WEB CLASS にアップします 
 

20.参考文献 
今野晴貴 『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』文芸春秋 
竹ノ下弘久『仕事と不平等の社会学』弘文堂 
石田淳『相対的剥奪の社会学：不平等と意識のパラドクス』東京大学出版会． 

21.成績評価 

授業で提出するレポート 40％   （学習目標①と②と③に対応） 
中間レポート 20％ 
最終レポート 40％       （学習目標③と④と⑤に対応） 
  最終レポートは授業の関連する資料を読んで、現在の労働について社会学的な観点から
考察する内容 
  レポートは採点・講評をして各自に返却します。基準に満たない場合は再提出が必要と
なります。 



22.コメント 

 講義で事例として取り上げるのが日本での事例が中心のため、日本の現状に一定の理解が
必要になります。例年、留学⽣には単位取得が難しい科目となっています。 
 大学を卒業後、多くの学⽣が就職することになるであろう。職業、仕事、会社などについ
ての疑問や関心などをデータなどを用いて現実を考えていくのが労働社会学です。それを通
して自分がいま⽣きているこの社会のあり方を相対化することにつなげていくことが目的で
す｡そのためには関連する情報を自分で集めたり､本を読んだりすることが必要です｡ 

23.オフィスアワー 個人研究室：水曜日 3 時間目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
日本の現状：少子高齢化の中での働くこと 
 高齢化社会の労働者 高齢者の労働状況 

【復習】配布資料の復習 
 

【第 2 回】 
雇用システムの変化 ① 日本型雇用システム 
 日本の企業と働く社会を考える 
 自分が将来就きたい職業について考える 

【復習】配布資料の復習 
【次回の予習】次週の授業内容に関連した動
画の視聴(動画は WEB CLASS にアップ) 

【第 3 回】 
雇用システムの変化 ② 雇用の多様化  
 日本型雇用慣行の今後 
 企業の経営戦略の変化と雇用の未来 

【復習】配布資料の復習 
【次回の予習】次週の授業資料配布 

【第 4 回】 

雇用システムの変化 ③ 非正規雇用 ニート、フリ
ーター 
  1990 年代初頭のフリーターが登場した背景と非
正規雇用の増加 
  非正規雇用からから正規雇用への移行の困難さ 

【復習】レジュメの復習 
【次回の予習】中間レポートの課題を配布 
課題の資料を読んで不明点などは次の時間に
質問してください 

【第 5 回】 女性と仕事 ① 就業構造の変化 
 社会の変化と岐路に⽴つ日本型福祉社会 

【復習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』P229-233 
【予習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』P229-233 

【第 6 回】 
女性と仕事 ② 均等法の成⽴・改正とその影響 
 職場における男女平等の道のり―男女雇用機会均等
法施行以降 

【復習】 小川 慎一 他著 『「働くこと」
を社会学する 産業・労働社会学』P229-233 
【予習】小川 慎一 他著 『「働くこと」を
社会学する 産業・労働社会学』P224-254 

【第 7 回】 

女性と仕事 ③ 非正規雇用と女性 女性の貧困 
 性別役割分業 
 育児休業と継続就業 
 主婦パートの現在 

【復習】小川 慎一 他著 『「働くこと」を
社会学する 産業・労働社会学』P224-254 
【予習】次週の授業内容に関連した動画の視
聴(動画は WEB CLASS にアップ) 

【第 8 回】 

仕事を取りまく制度 
 働き始める前に知っておいて欲しいこと 
 労働に関する法のしくみ、労働基準法、労働組合、
労使協議 

【復習】中間レポートの提出締め切り 
 中間レポートは第 9 回目の授業に返却予
定  
【予習】授業の関連する動画の視聴し、課題
を WEB CLASS で回答 

【第 9 回】 
働き方はどう変わってきたか：技術革新と職場の変化 
 情報通信技術が変える社会 

【復習】小川 慎一 他著『「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』P123-P139 
【予習】次回のレジュメを配布しますので読
んできてください 

【第 10 回】 
過労死・過労自殺 ブラック企業 
 ブラック企業とは、低賃金・⻑時間労働、うつ病、
過労死 

【復習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』 P123-P139 
【予習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』 P205-228 

【第 11 回】 大学⽣の就活問題 【復習】小川 慎一 他著『「働くこと」を社



 日本のメリトクラシー 
 日本の学歴社会 
 

会学する 産業・労働社会学』 P123-P139 
【予習】最終レポートの課題を配布。課題の
資料を読んで不明点などは次の時間に質問し
てください 

【第 12 回】 グローバル化と働くこと① 海外で働くとは 

【復習】小川 慎一 他著 「働くこと」を社
会学する 産業・労働社会学』閣 P255-
P260 
【予習】小川 慎一 他著『「働くこと」を社
会学する 産業有斐閣テキスト P261-278 

【第 13 回】 
グローバル化と働くこと② 日本における外国人労働
者 
 日本における外国人労働者：日系人と技能実習⽣ 

【復習】 小川 慎一 他著 『「働くこと」
を社会学する 産業・労働社会学』有斐閣 
P123-P139 
【次回の予習】 小川 慎一 他著 『「働く
こと」を社会学する 産業・労働社会学』有
斐閣 P205-228 

【第 14 回】 

感情労働  
 感情労働の概念 
 対人サービス業における感情労働 
 感情労働―現代社会における労働の変容 
 

【復習】配布資料の復習 
最終レポートの最終提出締切 
最終レポートは 15 回目に返却 

【第 15 回】 
まとめ 
最終レポートの返却と講評 

コメントを書いた最終レポートを返却しま
す。基準に達していない学⽣は再提出が必要
となります。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2208-
Y01 

2.科目名 地域文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学部 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

神⼾の社会は、多様な人々によって培われてきました。町のなかには、多様な歴史や⽣活が
⾊濃く残っています。山手キャンパスへ通学する際に、見慣れた風景が少し違って見える。
本講義では、社会学的に日常を考えることを目指します。 
本講義では、歴史・社会を軸とし、特にマイノリティと神⼾の関係を考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（S2）社会や文化についての科学的理解力、（3）多様性の理
解、（2）問題解決力の学修に関連しています。 
①神⼾の社会状況について、その概況を説明することができる。 
②神⼾の歴史や社会の成⽴にかかわる各種の社会学理論を説明することができる。 
③それらの理論を使い、様々な地域社会を分析することができる。 

19.教科書・教材 関連資料を授業中に配布します。 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・毎時間のディスカッションペーパ  30 点（学習?標①） 
・ディスカッションレポート 30 点（学習目標①②） 
・期末レポート 40 点（学習目標①②③） 

22.コメント 
二人の担当者が、神⼾の社会、あるいは文化に焦点を当てた講義を１年おきにおこないま
す。 
2022 年度は山本が、神⼾の社会に焦点を当てた講義をおこないます。 

23.オフィスアワー 追記します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・［オリエンテーション］授業内容および?的につい
て、成績評価について 
・［講義］神⼾の社会と歴史 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 2 回】 

・［講義］誰もが満足にご飯が食べれるわけではない
（１） 
神⼾の⽣活困窮−⽕垂るの墓とヤングケアラー 
 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 3 回】 
・［講義］誰もが満足にご飯が食べれるわけではない
（２） 
神⼾の⽣活困窮と賀川豊彦 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 4 回】 
・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない
（１） 
神⼾とグローバリゼーション：旧居留地と華僑 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 5 回】 
・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない
（２） 
神⼾とグローバリゼーション：ブラジル日本人移⺠ 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 6 回】 ・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない ディスカッションペーパ の送付 



（３） 
神⼾とグローバリゼーション：在日朝鮮人 

【第 7 回】 
・［講義］差別と不平等にむきあって（１） 
神⼾と不平等：被差別部落 ディスカッションペーパ の送付 

【第 8 回】 ・［講義］差別と不平等にむきあって（２） 
神⼾と不平等：教育・夜間高校 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 9 回】 
・［講義］差別と不平等にむきあって（３） 
神⼾と不平等：社会福祉・コープこうべ 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 10 回】 
・［講義］あたらしい街をつくる（１） 
神⼾と阪神大震災ーボランティア元年 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 11 回】 
・［講義］あたらしい街をつくる（２） 
神⼾と阪神大震災ー負の遺産と戦い ディスカッションペーパ の送付 

【第 12 回】 ・［講義］あたらしい町をつくる（３） 
神⼾と阪神大震災ー神⼾市の市政から考える 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 13 回】 ・［講義］神⼾をあらためて知る 
神⼾の社会構造を考える 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 14 回】 
・［講義］神⼾は⽴ち直れるか？ 
神⼾の統計データを検討する 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 15 回】 ・［講義］ まとめ ディスカッションペーパ の送付 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2208-
Y02 

2.科目名 地域文化論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学部 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

神⼾の社会は、多様な人々によって培われてきました。町のなかには、多様な歴史や⽣活が
⾊濃く残っています。山手キャンパスへ通学する際に、見慣れた風景が少し違って見える。
本講義では、社会学的に日常を考えることを目指します。 
本講義では、歴史・社会を軸とし、特にマイノリティと神⼾の関係を考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（S2）社会や文化についての科学的理解力、（3）多様性の理
解、（2）問題解決力の学修に関連しています。 
①神⼾の社会状況について、その概況を説明することができる。 
②神⼾の歴史や社会の成⽴にかかわる各種の社会学理論を説明することができる。 
③それらの理論を使い、様々な地域社会を分析することができる。 

19.教科書・教材 関連資料を授業中に配布します。 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・毎時間のディスカッションペーパ  30 点（学習?標①） 
・ディスカッションレポート 30 点（学習目標①②） 
・期末レポート 40 点（学習目標①②③） 

22.コメント 
二人の担当者が、神⼾の社会、あるいは文化に焦点を当てた講義を１年おきにおこないま
す。 
2022 年度は山本が、神⼾の社会に焦点を当てた講義をおこないます。 

23.オフィスアワー 追記します 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・［オリエンテーション］授業内容および?的につい
て、成績評価について 
・［講義］神⼾の社会と歴史 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 2 回】 

・［講義］誰もが満足にご飯が食べれるわけではない
（１） 
神⼾の⽣活困窮−⽕垂るの墓とヤングケアラー 
 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 3 回】 
・［講義］誰もが満足にご飯が食べれるわけではない
（２） 
神⼾の⽣活困窮と賀川豊彦 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 4 回】 
・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない
（１） 
神⼾とグローバリゼーション：旧居留地と華僑 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 5 回】 
・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない
（２） 
神⼾とグローバリゼーション：ブラジル日本人移⺠ 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 6 回】 ・［講義］日本社会は日本人だけのものじゃない ディスカッションペーパ の送付 



（３） 
神⼾とグローバリゼーション：在日朝鮮人 

【第 7 回】 
・［講義］差別と不平等にむきあって（１） 
神⼾と不平等：被差別部落 ディスカッションペーパ の送付 

【第 8 回】 ・［講義］差別と不平等にむきあって（２） 
神⼾と不平等：教育・夜間高校 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 9 回】 
・［講義］差別と不平等にむきあって（３） 
神⼾と不平等：社会福祉・コープこうべ 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 10 回】 
・［講義］あたらしい街をつくる（１） 
神⼾と阪神大震災ーボランティア元年 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 11 回】 
・［講義］あたらしい街をつくる（２） 
神⼾と阪神大震災ー負の遺産と戦い ディスカッションペーパ の送付 

【第 12 回】 ・［講義］あたらしい町をつくる（３） 
神⼾と阪神大震災ー神⼾市の市政から考える 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 13 回】 ・［講義］神⼾をあらためて知る 
神⼾の社会構造を考える 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 14 回】 
・［講義］神⼾は⽴ち直れるか？ 
神⼾の統計データを検討する 

ディスカッションペーパ の送付 

【第 15 回】 ・［講義］ まとめ ディスカッションペーパ の送付 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2211-
Y01 

2.科目名 サブカルチャー論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本慎太郎 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： この科目では、日常的に触れるコンテンツから学びの契機を見出す視点を身に付け
ることを目的とします。 
概要: 特に日本において制作されてきた商業アニメを中心に、画面を作る表現の技術、画面
に盛り込まれたさまざまな情報とその解釈、こうしたコンテンツの提供を可能にするビジネ
スの変遷や、見るがわの楽しみ方の変遷について概説します。コンテンツを多様な視点から
評価・分析することを経験し、コンテンツに現れた人間活動のさまざまな側面にまつわる学
びや研究の手がかりを得ることができます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（3）多様性理解 （4）問題発見・解
決力 の学修に関係しています。 
学修目標は以下の通りです。 
①日常的に接するコンテンツを、技術やその系譜、受容のされかたなどから多角的に検討で
きる。 
②コンテンツに接することを契機として、自らの興味・関心に基づいた自発的な学習を実施
できる。 
③コンテンツについて述べられた様々な文章や議論を批判的に検討できる。 

19.教科書・教材 使いません。毎回、資料を配付します。 
20.参考文献 参考文献や映像作品については、授業中、適宜紹介します。 

21.成績評価 

①毎回、授業から得た理解や着想についての短文を提出。各回講義の理解（学修目標①に対
応）・授業に積極的に参加し自発的な思考を行えているか（学修目標②に対応）、理解した内
容の表現力（学修目標③に対応）、を評価します。 ―60 点 
②最終評価レポート（感染防御対策のため、以前よりアナウンスしておりました総括試験か
ら変更して、レポートとして実施します）：論述形式で実施し、授業内容の理解（学修目標
①に対応）と自発的学習の達成（学修目標②に対応）、また、それらを整理して書く能力
（学修目標③に対応）を評価します。 ―40 

22.コメント 
成績評価方法①にある短文、および質問などについて、適宜授業内で返答します。これらの
教員からの応答は、適宜に双方向性をもたせ、ディスカッションとしても運用します。ま
た、各種の問い合わせなどにはメールや WebClass でも対応します。 

23.オフィスアワー 授業各回の前後にも随時、質問等を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
アニメの背後に見出せるもの ―近年の日本アニメの
潮流 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass



など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 2 回】 作画、戦闘、ミュージカル ―『マクロスＦ』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 3 回】 
アニメの「背景」と画面 ―『機動警察パトレイバ
ー』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 4 回】 「2 次元」の場面表現 ―『ユリ熊嵐』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 5 回】 情報量のコントロール ―『新世紀エヴァンゲリオ
ン』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 6 回】 
戦闘美少女と魔法少女 ―『美少女戦士セーラームー
ン』『おジャ魔女ドレミ』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点



や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 7 回】 
くりかえしとその終わり ―『魔法少女まどか☆マギ
カ』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 8 回】 『おそ松さん』が描く男子 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 9 回】 迫害と主張の世代 ―『ドリフターズ』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 10 回】 
「二次創作」とメディアミックス ―『Fate/Grond 
Order』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 11 回】 「速さ」の革新 ―『けものフレンズ』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 



予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 12 回】 宮崎駿のもたらしたもの 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 13 回】 「現場」体験と地域 ―『ゾンビランドサガ』 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 14 回】 
好きなものを大切に⽣きていく―コンテンツのこれか
ら 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 

【第 15 回】 まとめ 

ノートパソコンを持参すること。 
復習：今回の配付資料(WebClass にても閲
覧可能)を中心に、必要に応じてコンテンツ
に触れながら、講義内容をよく検討する 
予習：これまでの講義を踏まえ、日ごろ目に
するコンテンツについて、興味をひかれる点
や疑問点を検討しておく 
提出物：授業の中で短文を提出（WebClass
など、オンラインツールを介して行う予
定）。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2215-
Y01 

2.科目名 社会調査法（２） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 2 年⽣〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
データを収集し、それを分析可能な形に加工していくスキルを身につける。実際に調査票を
作成し、それをもとにデータのコーディング、クリーニングの手法を習得する。質的調査に
ついては文献購読によってフォローする。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①社会調査に必要な考え方を身につけ、調査企画書を作成することができる。 
②調査企画書にもとづいた調査票の作成と適切なサンプリングができる。 
③社会調査の実査の方法を身につけ、収集したデータを整理しまとめることができる。 

19.教科書・教材 毎回、テキストまたは資料を配布します。 
20.参考文献 伊達平和・高田聖治『社会調査法』学術図書出版社、2020 年 

21.成績評価 

社会調査の企画書の作成…30 点［学習目標①に対応］ 
量的調査の調査票の作成…20 点［学習目標②に対応］ 
量的調査のサンプリングに関する課題…20 点［学習目標②に対応］ 
データを適切に整理し、まとめた資料の作成…30 点［学習目標③に対応］ 

22.コメント 
第 2 回の授業までに「社会調査論」で学習した内容を復習しておくこと。 
授業では適宜グループワークを実施します。 

23.オフィスアワー 個人研究室：  
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 イントロダクション：社会調査のプロセス 復習：与えられた課題をする 

【第 2 回】 何のための社会調査か：「社会調査論」の復習 
準備学習：「社会調査論」のテキストを読む 
復習：与えられた課題をする 

【第 3 回】 調査企画書の作成①：「よい問い」とは何か 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 4 回】 調査企画書の作成②：グループインタビュー 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 5 回】 調査企画書の作成③：仮説を考える 
準備学習および宿題：「調査企画書」を完成
させる 

【第 6 回】 調査票の作成①：質問文を作成する 

準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする（質問文の作
成） 

【第 7 回】 調査票の作成②：選択肢を作成する 準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 



復習：与えられた課題をする（選択肢の作
成） 

【第 8 回】 調査票の作成③：調査依頼文、全体の構成 準備学習・宿題：調査票を完成させる 

【第 9 回】 サンプリング①：標本調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 10 回】 サンプリング②：インターネット調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 11 回】 実査の方法①：質問紙調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 12 回】 調査データの整理①：コーディング 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 13 回】 実査の方法②：インタビュー調査 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 14 回】 調査データの整理②：フィールドノート 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 

【第 15 回】 まとめ 
準備学習：あらかじめ配布された資料を読ん
でおく 
復習：与えられた課題をする 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2216-
Y01 

2.科目名 社会調査実習（１） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 社会調査実習（２）を同時に履修すること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 PC 演習室の収容人数及び良好な活動環境を確保するため、履修者数を最大 10 名とする。 

17.授業の目的と概要 

調査の設計から実査、分析までを手がけることによって、他の科目で習得した知識の定着を
はかり、社会調査に必要なスキルを身につける。質的調査と量的調査を組み合わせることに
よって、それぞれの特徴を学び、ひとつのテーマに対して多角的なアプローチをおこなう。
調査票を用いた調査が軸だが、その前後に観察調査、聞き取り調査を配置し、それぞれのデ
ータを補完する形で報告書をまとめる。また、報告書の作成以外にも、口頭発表の場を設け
るなどして高いプレゼンテーション能力の習得も目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①社会調査に必要なスキルを身につけ、調査を行うことができる。 
②調査結果をまとめ、プレゼンテーションできる。 

19.教科書・教材 テキストと資料を配布する 
20.参考文献 適宜紹介する。 

21.成績評価 

期末レポート 
量的調査の調査票及び質問文を作ることができる…30 点 ［学習目標①に対応］ 
質的調査の技術やテクニックを身につけることができる…20 点 ［学習目標①に対応］ 
データを適切に加工することができる。20 点 ［学習目標①に対応］ 
ワードやエクセルを使って適切な資料を作成できる…20 点 ［学習目標②に対応］ 
SPSS の基本的な操作ができる…10 点［学習目標②に対応］ 

22.コメント 適宜質問を受け付けるので、積極的に発言するように。 

23.オフィスアワー 個人研究室：  
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［活動］イントロダクション 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 2 回】 ［活動］調査の企画・設計 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 3 回】 ［活動］予備調査（１）先行研究・資料の収集 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 4 回】 ［活動］予備調査（２）観察調査 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 5 回】 ［活動］予備調査（３）聞き取り調査 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 6 回】 ［活動］予備調査の整理、まとめ 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 7 回】 ［活動］仮説の設定 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 



【第 8 回】 ［活動］調査項目の決定 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 9 回】 ［活動］調査対象、抽出方法の決定 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 10 回】 ［活動］調査票の設計・作成（１） 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 11 回】 ［活動］調査票の設計・作成（２） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 12 回】 ［活動］サンプリング（１） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 13 回】 ［活動］サンプリング（２） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 14 回】 ［活動］調査の実施と回収 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 15 回】 ［活動］まとめ 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2217-
Y71 

2.科目名 社会調査実習（２） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 八木寛之 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件 社会調査実習（１）を同時に履修すること 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 PC 演習室の収容人数及び良好な活動環境を確保するため、履修者数を最大 10 名とする。 

17.授業の目的と概要 

調査の設計から実査、分析までを手がけることによって、他の科目で習得した知識の定着を
はかり、社会調査に必要なスキルを身につける。質的調査と量的調査を組み合わせることに
よって、それぞれの特徴を学び、ひとつのテーマに対して多角的なアプローチをおこなう。
調査票を用いた調査が軸だが、その前後に観察調査、聞き取り調査を配置し、それぞれのデ
ータを補完する形で報告書をまとめる。また、報告書の作成以外にも、口頭発表の場を設け
るなどして高いプレゼンテーション能力の習得も目指す。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（S1）修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力、（S2）社会や文化について科学的に理解する力の学修に関連している。 
本科目の学習目標は次のとおり。 
①社会調査に必要なスキルを身につけ、調査を行うことができる。 
②調査結果をまとめ、プレゼンテーションする能力を身につける。 

19.教科書・教材 テキストと資料を配布する 
20.参考文献 適宜紹介する。 

21.成績評価 

期末レポート 
量的調査の調査票及び質問文を作ることができる…30 点 ［学習目標①に対応］ 
質的調査の技術やテクニックを身につけることができる…20 点 ［学習目標①に対応］ 
データを適切に加工することができる。20 点 ［学習目標①に対応］ 
ワードやエクセルを使って適切な資料を作成できる…20 点 ［学習目標②に対応］ 
SPSS の基本的な操作ができる…10 点［学習目標②に対応］ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 個人研究室： 
学修支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ［活動］データ処理・クリーニング（１） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 2 回】 ［活動］データ処理・クリーニング（２） 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 3 回】 ［活動］調査票分析・基礎集計（１） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 4 回】 ［活動］調査票分析・基礎集計（１） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 5 回】 ［活動］調査票分析・クロス集計（１） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 6 回】 ［活動］調査票分析・クロス集計（２） 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 7 回】 ［活動］調査票分析・相関係数（１） 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 



【第 8 回】 ［活動］調査票分析・相関係数（２） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 9 回】 ［活動］調査票分析まとめ 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 10 回】 ［活動］インタビュー調査・企画（１） 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 11 回】 ［活動］インタビュー調査・実習（１） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 12 回】 ［活動］インタビュー調査・実習（２） 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 13 回】 ［活動］報告書の書き方・作成 
準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 14 回】 ［活動］発表 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 

【第 15 回】 ［活動］まとめ 準備学習：テキストを読むこと 
復習：授業内で出された課題に取り組むこと 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2218-
Y01 

2.科目名 ジャーナリズム論（１）新聞研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 大⻄昭彦 

5.授業科目の区分 
専門科目／マスコミ分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的／社会という「都市」を⽣きるには、情報という「地図」が必要です。この情報の重要
な部分がニュースです。さまざまなニュースに例としつつ、社会の動きや報道の仕組みを理
解。社会という地図のなかに自分をマッピングできる能力をやしないます。  
概要／授業では、新聞というメディアだけにとらわれず、報道やニュースにかかわる知識・
理解を深めるためのカリキュラムを組んでいます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の「S1.修得した知識・技能を通して、現代社会の諸問題を総合的
に理解する力」「S2.社会や文化について科学的に理解する力」の学修に関連しています。 
１．ニュースの基本的な事柄や報道の組みを理解し、説明できる。  
２．ニュースと社会との関連性を理解し、自分の考えを述べることができる。  
３．報道のスキルを理解し、自分の表現として使うことができる。 
４．「自由」という概念を理解し、自分の考えを述べることができる。 

19.教科書・教材 授業でレジュメを配付、資料はプロジェクターで投影、Web Class に詳細な解説を掲載 
20.参考文献 適宜紹介 

21.成績評価 

授業への対応 40 点 （学習目標の１〜４に対応）  
期末レポート 60 点 （学習目標の１〜４に対応） 
※レポート提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出することを合格基準と
します。 

22.コメント 

ニュースはむずかしいものではなく、身近な存在です。興味のあるニュースやテーマを見つ
けて、報道される内容を追いかけてみるとよいでしょう。質問等は授業後、またはメールに
て受けつけます。 
秋期のマスコミ論とは相互補完的要素が強いため、あわせて受講すると、より理解が深まり
ます。 

23.オフィスアワー 授業後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 ガイダンス、導入 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 2 回】 ジャーナリズム 概論１／権力 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 3 回】 ジャーナリズム概論２／大衆 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 4 回】 社会報道 １／犯罪と社会 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 5 回】 社会報道 ２／⽣きづらい社会 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 6 回】 経済報道 １／経済成⻑ 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 



【第 7 回】 経済報道 ２／拡大する格差 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 8 回】 国際ニュース １／アメリカ社会 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 9 回】 国際ニュース ２／通信社と報道 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 10 回】 戦争と報道  １／ナショナリズム 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 11 回】 戦争と報道 ２／戦争の世紀 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 12 回】 表現と事例 １ 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 13 回】 表現と事例 ２ 期末レポート課題発表 
予習復習／Web Class 等確認 

【第 14 回】 ニュース・メディアの構造・歴史 １ 予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 

【第 15 回】 ニュース・メディアの構造・歴史 ２ 
予習／Web Class を確認 
復習／レジュメを確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2301-
Y01 

2.科目名 社会関係論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 鹿野由行 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
社会学の概念や理論についてのテキストを読み解くことで、社会への疑問や関心から「社会
学的な問い」をたてるために必要な能力を身につけることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の学習に関連しています。 
（3）多様な価値観を認め、他者とのコミュニケーションを深め、連携していく力。 
（Ｓ1）習得した知識、技能を通して、現代社会の諸問題を総合的に理解する力。 
（Ｓ2）社会や文化について科学的に理解する力。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①社会学の概念や理論を説明できる。 
②社会学的思考法に慣れ、「問い」を発展させることができる。 
③身近な社会関係を分析するための「ものの見かた」を学ぶ。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します。 

20.参考文献 
１．作田啓一、井上俊編『命題コレクション 社会学』ちくま学芸文庫（2011） 
２．⻄村大志、松浦雄介編『映画は社会学する』（2016） 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
1：コメントシートの提出  ・・・40 点 （授業内で配布、終了後に回収）【学習目標
③】 
2：期末試験        ・・・60 点 （総括・振り返り）【学習目標①②】 
提出要件と、上記の学習目標を見たし、かつ、期日中に定められた方法で提出することを合
格基準とします。 

22.コメント 
映像作品を多用します。表現について分からない点や、講義内容についての質問は積極的に
受け付けています。コメントシートまたはオフィスアワーを有効利用しましょう。 

23.オフィスアワー 講義前後に講義教室にて応じさせていただきます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、講義受講上の注意点などに
ついての説明） 

復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 2 回】 動機の語彙（Ｃ．Ｗ．ミルズ） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 3 回】 行為と演技（Ｅ．ゴフマン） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 4 回】 ラベリング理論（Ｈ．ベッカー） 復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 5 回】 ジェンダー/セクシュアリティ（Ｍ．ミード） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 6 回】 身体技法（Ｍ．モース） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 7 回】 多元的現実（Ａ．シュッツ、Ｐ．Ｌ．バーガー） 復習：今回の復習 



予習：次回の予習 

【第 8 回】 組織と集団（Ｒ．マートン） 復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 9 回】 インフォーマル組織の発見（Ｇ.Ｅ．メイヨ―） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 10 回】 身体技法（M.モース） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 11 回】 消費社会論（Ｊ・ボードリヤール） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 12 回】 オリエンタリズム（E.W.サイード） 復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 13 回】 ダブルバインド（Ｇ．ベイトソン） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

【第 14 回】 リスク社会（Ｕ．ベック） 
復習：今回の復習 
予習：次回の予習 

試験 web class にて定期試験を実施します。 試験に向けた全 15 回の復習 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SS2306-
Y01 

2.科目名 メディア制作演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 杉田裕路子 

5.授業科目の区分 
専門科目／情報分野に
おける実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科 9.履修学年 ３年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 １０人程度の履修者を予定。これを超える場合には抽選となる場合があります。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
・オリジナルの雑誌を制作する体験を通して、メディアの機能や有用性を理解する。 
・自分の意見や考えをまとめて発表し、社会人として活動する際に有用な企画提案力、実践
力を身につける。 
・他者の意見を聞きながらグループで一冊の雑誌を完成させることで、協調性を身につけ
る。 
【概要】 
現役の雑誌編集者・ライターである講師指導のもと、受講者全員で一冊の雑誌を作り上げま
す。書店や印刷所の見学なども実施し、本や雑誌の基本的な構成と流通の仕組みを学び、企
画の決定・取材・執筆など、雑誌制作の一連の制作過程を体験しま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（１）自律性（４）問題発見・解決力
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①出版業界における基本的な流通や仕組みについて説明できる。 
②企画から出版にわたる一連のメディア制作・出版のプロセスを理解し、実践できる。 
③取材等を通じて、社会人の基本的なビジネスマナーを身につけ、実践できる。 
④相互に教師・受講⽣となって教材設計の改善提案ができる。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布します（教科書は使用しません）。 
20.参考文献 関連サイトの URL や関連論文の文献情報は授業中に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りです。 
・授業態度、取り組み姿勢、課題提出（６０点）［学習目標①②③に対応］ 
・制作物をもって期末レポートの代わりとする（４０点）。 
※授業中に課された課題は提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方法で提出するこ
とを合格基準とします。 

22.コメント 

完成した制作物（雑誌）は、就職活動の際、学⽣時代に得た⽣花のひとつとしてアピールで
きます。 
全員で一冊の雑誌を制作するため、毎回授業に出席、毎回課題提出を前提とします。 
一人一人が自主性と責任を持って参加することで、学修の到達度が上がり、楽しく有意義な
時間となります。 
※集団での作業をしたくない人、アルバイトを優先したい人は、本科目の履修を控えてくだ
さい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第１回】 
・オリエンテーション(本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留 意点などにつ
いて) 

持参物：各自好きな本１冊以上（小説や新書
などの書籍、雑誌、絵本、アートブック等ジ
ャンルは問わない） 



・講義「SNS とは違う、雑誌の魅力とは？」 
・プレゼンテーション「初めまして、私はこんな本が
好きです」 
自己紹介を兼ねて、持参した本のどこがお気に入りな
のかプレゼンテーションを行う。 

【第２回】 

・講義「基本的な本の構成と流通の仕組みについて」 
・実習「”推し”壁新聞を作ってみよう」 
各自、今、ハマっているものや気になる”推し”につい
て簡単な壁新聞を制作します。 

持参物：各自”推し”に関する写真や資料、⾊
鉛筆や⾊ペンなどの筆記具 

【第３回】 

・講義「誌面デザインの考え方／取材の仕方・原稿の
書き方について」 
・実習「”どうしてこの大学へ？”隣の学⽣にインタビ
ュー」取材 
 

復習：インタビューした内容を４００文字の
原稿に仕上げて WebClass で提出する 

【第４回】 

・フィールドワーク「本屋さんで、どんな本が売って
いるか見てみよう」 
どのような雑誌をどんな目的で作りたいか、近所の本
屋さんに全員で訪問し、ヒントを探る。 
どんなジャンルの本があって、どのように陳列して売
られているか等を客観的に観察する。 

※校外に出てのフィールドワークとなりま
す。集団での外出が困難な状況の場合は内容
を変更します。 
復習：フィールドワークで感じたこと、学ん
だことを WebClass で提出する 
予習：本科目で取り組んでみたい企画やネタ
を考え、次回授業までに WebClass で提出
する 
 

【第５回】 

・講義「本の方向性や企画の考え方」 
・ディスカッション「編集会議（１）〜どんな本を作
る？〜」 
本科目で制作する雑誌の方向性をグループに分かれて
ディスカッションし、意見をまとめる。 

持参物：作ってみたい本の参考となる雑誌や
本、ネット記事などの資料 
復習：ディスカッションでどんな意見が出た
か議事録を WebClass で提出する 
予習：ディスカッションの内容を踏まえ、具
体的に表現したい企画を考え、次回授業まで
に WebClass で提出する 

【第６回】 

・講義「雑誌のタイトルと代割りの考え方」 
・ディスカッション「編集会議（2）〜どんな本を作
る？〜」 
各自、企画をプレゼンテーションし、受講者全員で内
容を検討し、タイトルや代割を決定する。 

復習：ディスカッションでどんな意見が出た
か議事録を WebClass で提出する。 
予習：ディスカッションで決まった方向性を
踏まえ、具体的に表現したい企画・ネタを考
え、次回授業までに WebClass で提出す
る。 

【第 7 回】 

・グループワーク「編集会議（３）〜企画・取材先の
選定〜」 
自分の具体的な企画をプレゼンテーションし、受講者
全員で内容を検討し、企画と取材先候補を確定する。 

復習：グループワークでどんな企画が決まっ
たか議事録を WebClass で提出する。 
 

【第 8 回】 
・講義「ラフの作り方／取材アポイントの取り方」 
・実習「ラフの制作／アポイントを取る練習」 

復習：各自担当する企画のラフを制作し、
WebClass で提出する 
各自担当する企画の取材先にアポイントを取
る 

【第 9 回】 
・活動（教室外演習）「印刷所見学」 
雑誌の印刷はどのように行われいるか、印刷所に見学
へ行く。 

※校外に出ての活動となります。集団での外
出が困難な状況の場合は内容を変更します。 

【第 10 回】 ・活動（教室外演習）「取材」 予習：取材先の下調べをしておく 



【第 11 回】 活動（教室外演習）「取材」 予習：取材先の下調べをしておく 

【第 12 回】 

・講義「読みやすい文章の書き方」 
・実習「原稿執筆〜取材した内容を記事にしてみよう
（１）〜」 
 

持参物：ノートパソコン 
予習・復習：原稿執筆 

【第 13 回】 
・実習「原稿執筆〜取材した内容を記事にしてみよう
（２）〜」 
講師が添削した内容を踏まえて原稿を修正する。 

持参物：ノートパソコン 
予習・復習：原稿執筆 

【第 14 回】 

・実習「原稿執筆〜取材した内容を記事にしてみよう
（３）〜」 
他の人が書いた原稿を確認し、雑誌全体の記事の内容
を全員でチェックし、取材先に校正を送る。 

持参物：ノートパソコン 
予習・復習：原稿執筆 

【第 15 回】 
・グループワーク「完成批評会」 
完成した雑誌にの内容を全員で批評し合う。冊子配布
用のポップを作成する。取材先に見本誌を送る。 

開講日は 7/25 以降に変更になる場合があり
ます。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA103-
Y01 

2.科目名 統計学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 渡辺卓也 

5.授業科目の区分 

基礎科目（2019 年度以
降入学⽣）/専門共通科
目（2018 年度以前入学
⽣） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、データを定量的に分析するための統計学の基礎知識を修得することを目的とし
ます。 
【概要】 
データの集計と可視化のための基本的手法、代表値や散らばりを表す量、確率の基本定理、
集団の推定や検定についての基本的な考え方、などを例題を通して理解し、基本問題を独力
で解けるようになることを目指します。さらに出来るだけ実際のデータにふれ、処理をする
ことで、社会における統計の役割について理解を深めることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技
能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①統計学の基本事項を理解し、説明できる。 
②統計学の基本問題を例題を参照しながら解くことができる。 
③統計学の問題を独力で解くことができる。 
④実際のデータを使った基本的な分析ができる。 
 

19.教科書・教材 『例題で学ぶ  初歩からの統計学［第 2 版］』 ⽩砂 堤津耶著 日本評論社 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業ノートの提出 30 点  ［学習目標①、②に対応］ 
・課題（13 問）    30 点  ［学習目標③、④に対応］ 
・総括試験     40 点  ［総括］ 

22.コメント 
理解を積み重ねていくことが重要なので、欠席した場合は次回までに教科書等で内容を理解
しておく必要があります。 

23.オフィスアワー 
金曜 3 限(学習支援室) 
春学期 木曜 3 限(研究室) 
秋学期 金曜 4 限(研究室) 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業の概観と評価について 
復習：授業ノートの整理 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 2 回】 度数分布表とヒストグラム 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 3 回】 データの代表値 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 4 回】 データの散らばり 復習：授業ノートの整理、課題作成 



予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 5 回】 順列と組合せ 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 6 回】 確率 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 7 回】 確率変数と確率分布 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 8 回】 ⺟平均の区間推定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 9 回】 ⺟比率の区間推定 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 10 回】 仮説検定(1)：⺟平均の検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 11 回】 仮説検定(2)：⺟比率の検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 12 回】 カイ 2 乗分布：⺟標準偏差の推定と検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 13 回】 相関分析 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 14 回】 回帰分析 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：総括試験の準備 

【第 15 回】 総括試験 復習：総括試験の反省 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA201-
A01 

2.科目名 ビジネス統計学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

昨今、ビジネスの現場では、統計の読み方、および統計から事実を読み取ることが求められ
る。この授業では記述統計的分析手法を中心に学習したのち、実際に EXCEL などを用い
て、データのまとめ方、読み取り方を習得する。さらに、実際に経済・経営に関連する統計
データを用いて分析する方法を習得する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(4)問題発見・解決力、(5)コミュニケ
ーションスキルと関連します。 
①多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を集めることができる 
②データの処理（加工）・分析ができる 
③客観的データを用いて自らの主張を行うことができる 

19.教科書・教材 
書名：「ゼロからの統計学 −使えるシーンが見える−」  著者：竹田茂⽣・藤木清 
発行：くろしお出版     発行年：2010 年 4 月 

20.参考文献  

21.成績評価 

１．ワークシートと Excel 作業ファイルの提出：３０％（学習目標②） 
※合格基準：すべての提出物の提出 
２．中間試験による基礎的な統計分析の理解：２０％（学習目標②） 
※合格基準：正答率 70%以上 
３．最終レポートによる事業提案：５０％（学習目標①＋③） 
※合格基準：データに基づくオリジナル案の提出 

22.コメント 

★授業時間外学修 
授業１コマ当たり、2 時間の時間外学修（復習、予習）を行うことが求められます。 
メディアライブラリー等を活用した、充実した時間を持ちましょう。 
★ 一部の回では、PC を用いた実習を行います。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー 木曜 1 限 
センターオフィスアワー 水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

オリエンテーション 
表とグラフの表現１ 
 ・基本的な表・グラフのマナー 

☆提出：ワークシート１ 
〇テキスト１章の復習と３章の予習 
〇宿題：ワークシート２  （2 時間） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

変数と尺度 
 ・質的変数と量的変数 
 ・4 つの尺度を知る 
 ・「⽣活やイベントに関するアンケート」に答える 
質的データの集計１ 
 ・単純集計・クロス集計の方法を知る 
 

☆提出：ワークシート２、３−１ 
〇テキスト３、４、５章の復習と６、７章の
予習 
〇宿題：ワークシート４（手集計） （4 時
間） 
 

 量的データの集計１ ☆提出：ワークシート４ 



【第 5 回】 
【第 6 回】 

 ・ヒストグラムの作成 
 ・代表値の話 

〇テキスト６，７章の復習と８，９章の予習 
（4.5 時間） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

量的データの集計２ 
 ・散布度の話 
2 変数の関係をみる１ 
 ・散布図と相関係数 

〇テキスト１〜９章の復習と１０章の予習 
（4.5 時間） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

2 変数の関係をみる２ 
 ・相関から回帰へ 
確認試験１ 

〇テキスト９，１０章の復習 （4.5 時間） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

表とグラフの表現２ 
 ・Excel による表・グラフの表現 
質的データの集計３ 
 ・データダウンロード 
 ・ピボットテーブルを使った集計 

〇テキスト１，２，３，４，５章の復習 
〇宿題：ワークシート５ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

質的データの集計４ 
 ・ピボットテーブルによる集計とグラフ表現 
量的データの集計３ 
 ・Excel で基本統計量を算出する 
 ・Excel でヒストグラムを作成する 
 

☆提出：ワークシート５ 
〇テキスト第５，６，７，８章の復習 
〇宿題：ワークシート６、７、８ （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

量的データの集計４ 
 ・2 群のデータを比較する 
2 変数の関係をみる３ 
 ・Excel による散布図の作成と相関行列の算出 
 ・散布図に回帰直線をひく 

☆提出：ワークシート６，７，８ 
〇宿題：ワークシート９、１０ 
〇テキスト１〜１０章の復習 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

２変数の関係をみる 
 ・分析ツールによる回帰分析 
・確認テスト２ 

☆提出：ワークシート９、１０ 
〇宿題：ワークシート１１ 
〇テキスト１１章の復習とブランディングに
関する事例検索 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

企業ブランディング調査１ 
 ・調査票の作成 
 ・調査の実施 

☆提出：ワークシート１１ 
〇データ入力  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

企業ブランディング調査２ 
  ・データの基礎的な集計 

〇データの集計  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

企業ブランディング調査３ 
 ・分析と結果のまとめ 

〇レポート１ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

模擬店プランの作成１ 
 ・データにもとづいて、ターゲット、コンセプト、
マーケティングミックス（4P）を考える 

☆提出：レポート１ 
〇データの探索と企画案を考える  （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

模擬店プランの作成２ 
 ・データ分析の結果から企画案をブラッシュアップ
する 

〇レポート２  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

模擬店プランの作成 
 ・企画案を報告する 
総括 

☆提出：レポート２ 
◆ノート PC◆ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA201-
M01 

2.科目名 ビジネス統計学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 広沢俊宗 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

昨今、ビジネスの現場では、統計の読み方、および統計から事実を読み取ることが求められ
る。この授業では記述統計的分析手法を中心に学習したのち、実際に EXCEL などを用い
て、データのまとめ方、読み取り方を習得する。さらに、実際に経済・経営に関連する統計
データを用いて分析する方法を習得する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を集め、要点を整理し保存することができる 
②データの収集方法を理解し、収集したデータの処理（加工）・分析ができる 
③客観的データを用いて自らの主張を行なうことができる 
④「統計で嘘をつく」、「統計に騙される」というリスクを低減させることができる 

19.教科書・教材 書名：「ゼロからの統計学 −使えるシーンが見える−」  著者：竹田茂⽣・藤木清 
発行：くろしお出版     発行年：2010 年 4 月 

20.参考文献  

21.成績評価 
１．ワークシート：３０％ →学習目標①②③④に対応 
２．中間レポート（テスト）：３０％ →学習目標①②③④に対応 
３．最終レポート ：４０％ →学習目標①②④に対応 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー （三木 C：水曜日・昼休み） 
センターオフィスアワー（三木 C：金曜日・昼休み） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

オリエンテーション 
表とグラフの表現１ 
 ・基本的な表・グラフのマナー 

☆提出：ワークシート１ 
〇テキスト１章の復習と３章の予習 
〇宿題：ワークシート２  （2 時間） 

【第 3 回】
SA 
【第 4 回】 

変数と尺度 
 ・質的変数と量的変数 
 ・4 つの尺度を知る 
 ・「⽣活やイベントに関するアンケート」に答える 
質的データの集計１ 
 ・単純集計・クロス集計の方法を知る 
 

☆提出：ワークシート２、３−１ 
〇テキスト３、４、５章の復習と６、７章の
予習 
〇宿題：ワークシート４（手集計） （4 時
間） 
 

 
【第 5 回】
SA 
【第 6 回】 

量的データの集計１ 
 ・ヒストグラムの作成 
 ・代表値の話 

☆提出：ワークシート４ 
〇テキスト６，７章の復習と８，９章の予習 
（4.5 時間） 

【第 7 回】
SA 
【第 8 回】 

量的データの集計２ 
 ・散布度の話 
2 変数の関係をみる１ 
 ・散布図と相関係数 

〇テキスト１〜９章の復習と１０章の予習 
（4.5 時間） 



【第 9 回】
SA 
【第 10 回】 

2 変数の関係をみる２ 
 ・相関から回帰へ 
確認試験１ 

〇テキスト９，１０章の復習 （4.5 時間） 

【第 11 回】
SA 
【第 12 回】 

表とグラフの表現２ 
 ・Excel による表・グラフの表現 
質的データの集計３ 
 ・データダウンロード 
 ・ピボットテーブルを使った集計 

〇テキスト１，２，３，４，５章の復習 
〇宿題：ワークシート５ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 13 回】
SA 
【第 14 回】 

質的データの集計４ 
 ・ピボットテーブルによる集計とグラフ表現 
量的データの集計３ 
 ・Excel で基本統計量を算出する 
 ・Excel でヒストグラムを作成する 
 

☆提出：ワークシート５ 
〇テキスト第５，６，７，８章の復習 
〇宿題：ワークシート６、７、８ （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 15 回】
SA 
【第 16 回】 

量的データの集計４ 
 ・2 群のデータを比較する 
2 変数の関係をみる３ 
 ・Excel による散布図の作成と相関行列の算出 
 ・散布図に回帰直線をひく 

☆提出：ワークシート６，７，８ 
〇宿題：ワークシート９、１０ 
〇テキスト１〜１０章の復習 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 17 回】
SA 
【第 18 回】 

２変数の関係をみる 
 ・分析ツールによる回帰分析 
・確認テスト２ 

☆提出：ワークシート９、１０ 
〇宿題：ワークシート１１ 
〇テキスト１１章の復習とブランディングに
関する事例検索 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 19 回】
SA 
【第 20 回】 

企業ブランディング調査１ 
 ・調査票の作成 
 ・調査の実施 

☆提出：ワークシート１１ 
〇データ入力  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 21 回】
SA 
【第 22 回】 

企業ブランディング調査２ 
  ・データの基礎的な集計 

〇データの集計  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 23 回】
SA 
【第 24 回】 

企業ブランディング調査３ 
 ・分析と結果のまとめ 

〇レポート１ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 25 回】
SA 
【第 26 回】 

模擬店プランの作成１ 
 ・データにもとづいて、ターゲット、コンセプト、
マーケティングミックス（4P）を考える 

☆提出：レポート１ 
〇データの探索と企画案を考える  （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 27 回】
SA 
【第 28 回】 

模擬店プランの作成２ 
 ・データ分析の結果から企画案をブラッシュアップ
する 

〇レポート２  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 29 回】
SA 
【第 30 回】 

模擬店プランの作成 
 ・企画案を報告する 
総括 

☆提出：レポート２ 
◆ノート PC◆ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA201-
Y01 

2.科目名 ビジネス統計学 （通年） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 夏⻘ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  

10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限 特になし 

17.授業の目的と概要 

【目的】この授業はビジネス統計学の基礎を講義します。それにより実際に統計データを用
いて分析することが可能になります。 
【概要】この授業では EXCEL などを用いて、実際に経済・経営に関連する統計データを用
いて分析する方法を習得できます。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は次の通りです。 
①多様な情報源から、必要かつ信頼できる情報を集めることができる。 
②データの処理（加工）・分析ができる。 
③客観的データを用いて自らの主張を行うことができる。 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に関連しています。 
(4）  問題発見・解決力 
(5)  コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 
書名：「ゼロからの統計学 −使えるシーンが見える−」  著者：竹田茂⽣・藤木清 
発行：くろしお出版     発行年：2010 年 4 月 

20.参考文献  

21.成績評価 

ワークシートと Excel 作業ファイルの提出：３０％（学習目標②） 
中間試験による基礎的な統計分析の理解：２０％（学習目標②） 
最終レポートによる事業提案：５０％（学習目標①＋③） 
 

22.コメント 
講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び講師等の状況により適宜変更の場
合があります。  
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

オリエンテーション 
表とグラフの表現１ 
 ・基本的な表・グラフのマナー 

☆提出：ワークシート１ 
〇テキスト１章の復習と３章の予習 
〇宿題：ワークシート２  （2 時間） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

変数と尺度 
 ・質的変数と量的変数 
 ・4 つの尺度を知る 
 ・「⽣活やイベントに関するアンケート」に答える 
質的データの集計１ 
 ・単純集計・クロス集計の方法を知る 
 

☆提出：ワークシート２、３−１ 
〇テキスト３、４、５章の復習と６、７章の
予習 
〇宿題：ワークシート４（手集計） （4 時
間） 
 

 量的データの集計１ ☆提出：ワークシート４ 



【第 5 回】 
【第 6 回】 

 ・ヒストグラムの作成 
 ・代表値の話 

〇テキスト６，７章の復習と８，９章の予習 
（4.5 時間） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

量的データの集計２ 
 ・散布度の話 
2 変数の関係をみる１ 
 ・散布図と相関係数 

〇テキスト１〜９章の復習と１０章の予習 
（4.5 時間） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

2 変数の関係をみる２ 
 ・相関から回帰へ 
確認試験１ 

〇テキスト９，１０章の復習 （4.5 時間） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

表とグラフの表現２ 
 ・Excel による表・グラフの表現 
質的データの集計３ 
 ・データダウンロード 
 ・ピボットテーブルを使った集計 

〇テキスト１，２，３，４，５章の復習 
〇宿題：ワークシート５ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

質的データの集計４ 
 ・ピボットテーブルによる集計とグラフ表現 
量的データの集計３ 
 ・Excel で基本統計量を算出する 
 ・Excel でヒストグラムを作成する 
 

☆提出：ワークシート５ 
〇テキスト第５，６，７，８章の復習 
〇宿題：ワークシート６、７、８ （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

量的データの集計４ 
 ・2 群のデータを比較する 
2 変数の関係をみる３ 
 ・Excel による散布図の作成と相関行列の算出 
 ・散布図に回帰直線をひく 

☆提出：ワークシート６，７，８ 
〇宿題：ワークシート９、１０ 
〇テキスト１〜１０章の復習 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

２変数の関係をみる 
 ・分析ツールによる回帰分析 
・確認テスト２ 

☆提出：ワークシート９、１０ 
〇宿題：ワークシート１１ 
〇テキスト１１章の復習とブランディングに
関する事例検索 （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

企業ブランディング調査１ 
 ・調査票の作成 
 ・調査の実施 

☆提出：ワークシート１１ 
〇データ入力  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

企業ブランディング調査２ 
  ・データの基礎的な集計 

〇データの集計  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

企業ブランディング調査３ 
 ・分析と結果のまとめ 

〇レポート１ （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

模擬店プランの作成１ 
 ・データにもとづいて、ターゲット、コンセプト、
マーケティングミックス（4P）を考える 

☆提出：レポート１ 
〇データの探索と企画案を考える  （4.5 時
間） 
◆ノート PC◆ 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

模擬店プランの作成２ 
 ・データ分析の結果から企画案をブラッシュアップ
する 

〇レポート２  （4.5 時間） 
◆ノート PC◆ 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

模擬店プランの作成 
 ・企画案を報告する 
総括 

☆提出：レポート２ 
◆ノート PC◆ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA202-
Y02 

2.科目名 統計学Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 心理学をはじめ、社会学、保健衛⽣、経営学など様々な学問分野のみならず、一般企業や
団体、行政など様々な職業において、統計及び統計的分析手法が使用されています。そのた
め、分析手法の基本的な考え方を理解し、手法を習得しておくことは、今後の学習・研究や
仕事をするうえでも有用です。本講義では、特に推測統計的分析の基礎を理解し、習得する
ことを目的とします。 
【概要】 
 本講義では、統計学Ⅰの学んだことを基礎として、推測統計的分析の理解に必要な、確
率、確率変数、確率分布などの数学基礎や大数の法則や中心極限定 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「問題発見・解決力」に関連しま
す。具体的な学習目標は以下の通りです。 
①推測統計的分析手法を使用するための基礎的知識を活用できる。主な項目は以下の通り。 
・確率変数と確率分布 
・標準化 
・正規分布および正規分布表の活用 
②推測統計的分析手法の理論的背景を理解し説明できる。主な項目は以下の通り。 
・中心極限定理 
・不偏性と一致性（大数の法則） 
・統計的仮説検定の 2 種類の誤り 
③推測統計的分析手法（⺟平均の区間推定、平均に関する仮説検定）を利用することができ
る。 
 

19.教科書・教材 プリントを配付する。 

20.参考文献 

★山田 剛史, 村井 潤一郎 著『よくわかる心理統計 (やわらかアカデミズム・わかるシリー
ズ)』ミネルヴァ書房(2004/09) ISBN 4623039994 
★鳥居泰彦 著『はじめての統計学』日本経済新聞社 (1994/11) ISBN4532130743  
 

21.成績評価 

確認問題(ほぼ毎回) 30 点（学習目標①） 
課題(前半と後半の 2 回) 20 点（学習目標①＋③の一部） 
総括試験(第 15 回目) 50 点（学習目標②と③） 
※総括試験は感染症の状況によってはレポートに変更する場合があります。 
※この科目の単位修得の目安として、確認問題の 6 割以上の提出、課題を 2 回とも提出、総
括試験の 6 割以上の成績が必要です。 
 

22.コメント 
1)この科目は社会調査士の資格に対応した科目です。 
2)すべての授業でノート PC を使用するので、必ず、充電のうえ持参すること。 
3) この科目は「統計学Ⅰ」の発展科目です。受講する前に統計学Ⅰの内容を復習しましょ



う。 
4) この科目の関連科目として、実際にデータを収集して SPSS や EXCEL などでデータ分析
を行うような科目を受講すると理解が深まるでしょう。 
5) 推測統計的分析を習得するためには、知識を一つ一つ積み上げていくことが必要です。
わからないまま放っておかないようにしましょう。 
※復習の仕方の一例として、毎回の授業で資料として提示されたものを自分で咀嚼（そしゃ
く）し、ポイントになることを A4 用紙 1 枚程度にまとめましょう。資料で分からないこと
は、教科書や参考書も参照しましょう。 →総括試験での資料として役⽴ちます。 
 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー 神⼾山手 2 号館 2 階 210 研究室：水昼休み 
センターオフィスアワー 神⼾山手 1 号館 2 階ラーニングコモンズ：水 3 限目 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

統計学の基礎 
・記述統計的分析のおさらい 
・推測統計的分析の全体像 
事象  
 

〇記述統計的分析との違いに注意しながら、
推測統計的分析手法の全体像を復習する。  
（目安：2 時間） 

第 2 回 
確率 
・基本的な確率の概念及び性質を学ぶ  
 

〇確率の概念を復習する 
〇確認問題１＝確率を求める （目安：2 時
間）  
 

第 3 回 

確率変数と確率分布（１） 
・離散型確率変数と離散型確率分布の概念を理解する 
・標準化の概念を理解する  
 

〇離散型確率変数と確率分布、および標準化
について復習する。 
〇確認問題２＝標準化の事例 
（目安：2 時間）  
 

第 4 回 

確率変数と確率分布（２） 
・連続型確率変数と連続型確率分布の概念を学ぶ 
・代表的な連続型確率分布である正規分布を知る 
 

〇連続型の確率変数と確率分布、特に正規分
布について復習する。 
〇確認問題３＝正規分布の特徴 
（目安：2 時間） 
 

第 5 回 
正規分布の活用（１） 
・正規分布に従う確率変数の確率の求め方を知る  
 

〇正規分布表を用いて、確率を求める方法を
復習する。 
〇確認問題４＝正規分布表の活用法  
（目安：2 時間） 
 

第 6 回 
正規分布表の活用（２） 
・確率からパーセント点を求める方法を知る 
 

〇正規分布表を用いてパーセント点を求める
復習 
（目安：2 時間）  
〇課題１：正規分布表を用いて確率やパーセ
ント点を求める課題 
（目安：3 時間） 

第 7 回 

標本分布（１） 
・⺟集団と標本の違いを理解する 
・標本平均の性質を理解する  
 

〇⺟集団と標本の概念、標本平均に関する性
質について復習する。 
〇確認問題５＝標本平均の性質 
（目安：2 時間） 
 



第 8 回 

標本分布（２） 
・大数の法則の概要を知る 
・中心極限定理の性質を知る 
・ｔ分布の性質と読み方を知る  
 

☆提出：課題１ 
〇大数の法則及び中心極限定理の概念及び、
ｔ分布表の見方を復習する。 
〇確認問題６＝ｔ分布表の活用法  
（目安：2 時間） 

第 9 回 

推定（１） 
・推定の種類を理解する 
・点推定の方法を理解する 
・⺟平均に関する区間推定の方法（⺟分散が既知の場
合）を理解する  
 

〇⺟平均、⺟分散の点推定、および⺟平均の
区間推定の方法を復習する。 
〇確認問題７＝点推定と⺟平均に関する区間
推定 
（目安：2 時間）  
 

第 10 回 

推定（２） 
・⺟平均に関する区間推定の方法（⺟分散が未知の場
合）を理解する 
 

〇⺟平均に関する区間推定の復習 
（目安：2 時間）  
〇課題２：⺟平均に関する区間推定を行う課
題 
（目安：3 時間） 

第 11 回 
統計的仮説検定（１） 
・⺟平均の検定（⺟分散が既知の場合）の方法を知る 
 

〇統計的仮説検定の概要と⺟平均の検定につ
いて復習する。 
〇確認問題８＝⺟平均の検定に関する問題
（⺟分散が既知） 
（目安：2 時間） 
 

第 12 回 

統計的仮説検定（２） 
・２種類の過誤を理解する 
・⺟平均の検定（⺟分散が未知の場合）を理解する  
 

☆提出：課題２ 
〇統計的仮説検定における２種類の過誤、お
よび⺟平均の検定について復習する。 
〇確認問題９＝⺟平均の検定に関する問題
（⺟分散が未知） 
（目安：2 時間）  
 

第 13 回 
検定の応用 
・⺟比率に関する検定の方法を知る 
 

〇⺟比率の検定の概要と方法を復習する。 
〇確認問題１０＝⺟比率の検定に関する問題 
（目安 2 時間） 
 

第 14 回 
ふりかえり 
・この授業で学んだことをおさらいする 
 

〇全体を通して復習する。 （目安：4 時
間） 

第 15 回 
総括試験（対面試験） 
※感染症の状況によっては、レポートに変更すること
があります。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA202-
m01 

2.科目名 統計学Ⅱ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 藤木清 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 社会調査士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 心理学をはじめ、社会学、保健衛⽣、経営学など様々な学問分野のみならず、一般企業や
団体、行政など様々な職業において、統計及び統計的分析手法が使用されています。そのた
め、分析手法の基本的な考え方を理解し、手法を習得しておくことは、今後の学習・研究や
仕事をするうえでも有用です。本講義では、特に推測統計的分析の基礎を理解し、習得する
ことを目的とします。 
【概要】 
 本講義では、統計学Ⅰの学んだことを基礎として、推測統計的分析の理解に必要な、確
率、確率変数、確率分布などの数学基礎や大数の法則や中心極限定 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 この科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の「問題発見・解決力」に関連しま
す。具体的な学習目標は以下の通りです。 
①推測統計的分析手法を使用するための基礎的知識を活用できる。主な項目は以下の通り。 
・確率変数と確率分布 
・標準化 
・正規分布および正規分布表の活用 
②推測統計的分析手法の理論的背景を理解し説明できる。主な項目は以下の通り。 
・中心極限定理 
・不偏性と一致性（大数の法則） 
・統計的仮説検定の 2 種類の誤り 
③推測統計的分析手法（⺟平均の区間推定、平均に関する仮説検定）を利用することができ
る。 

19.教科書・教材 プリントを配付する。 

20.参考文献 

★山田 剛史, 村井 潤一郎 著『よくわかる心理統計 (やわらかアカデミズム・わかるシリー
ズ)』ミネルヴァ書房(2004/09) ISBN 4623039994 
★鳥居泰彦 著『はじめての統計学』日本経済新聞社 (1994/11) ISBN4532130743  
 

21.成績評価 

確認問題(ほぼ毎回) 30 点（学習目標①） 
課題(前半と後半の 2 回) 20 点（学習目標①＋③の一部） 
総括試験(第 15 回目) 50 点（学習目標②と③） 
※総括試験は感染症の状況によってはレポートに変更する場合があります。 
※この科目の単位修得の目安として、確認問題の 6 割以上の提出、課題を 2 回とも提出、総
括試験の 6 割以上の成績が必要です。 
 

22.コメント 

1)この科目は社会調査士の資格に対応した科目です。 
2)すべての授業でノート PC を使用するので、必ず、充電のうえ持参すること。 
3) この科目は「統計学Ⅰ」の発展科目です。受講する前に統計学Ⅰの内容を復習しましょ
う。 



4) この科目の関連科目として、実際にデータを収集して SPSS や EXCEL などでデータ分析
を行うような科目を受講すると理解が深まるでしょう。 
5) 推測統計的分析を習得するためには、知識を一つ一つ積み上げていくことが必要です。
わからないまま放っておかないようにしましょう。 
※復習の仕方の一例として、毎回の授業で資料として提示されたものを自分で咀嚼（そしゃ
く）し、ポイントになることを A4 用紙 1 枚程度にまとめましょう。資料で分からないこと
は、教科書や参考書も参照しましょう。 →総括試験での資料として役⽴ちます。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー 神⼾山手 2 号館 2 階 210 研究室：水昼休み 
センターオフィスアワー 神⼾山手 1 号館 2 階ラーニングコモンズ：水 3 限目 
※三木キャンパスの学⽣は、メールにて質問をしてください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

統計学の基礎 
・記述統計的分析のおさらい 
・推測統計的分析の全体像 
事象  
 

〇記述統計的分析との違いに注意しながら、
推測統計的分析手法の全体像を復習する。  
（目安：2 時間） 

第 2 回 
確率 
・基本的な確率の概念及び性質を学ぶ  
 

〇確率の概念を復習する 
〇確認問題１＝確率を求める （目安：2 時
間）  
 

第 3 回 

確率変数と確率分布（１） 
・離散型確率変数と離散型確率分布の概念を理解する 
・標準化の概念を理解する  
 

〇離散型確率変数と確率分布、および標準化
について復習する。 
〇確認問題２＝標準化の事例 
（目安：2 時間）  
 

第 4 回 

確率変数と確率分布（２） 
・連続型確率変数と連続型確率分布の概念を学ぶ 
・代表的な連続型確率分布である正規分布を知る 
 

〇連続型の確率変数と確率分布、特に正規分
布について復習する。 
〇確認問題３＝正規分布の特徴 
（目安：2 時間） 
 

第 5 回 
正規分布の活用（１） 
・正規分布に従う確率変数の確率の求め方を知る  
 

〇正規分布表を用いて、確率を求める方法を
復習する。 
〇確認問題４＝正規分布表の活用法  
（目安：2 時間） 
 

第 6 回 
正規分布表の活用（２） 
・確率からパーセント点を求める方法を知る 
 

〇正規分布表を用いてパーセント点を求める
復習 
（目安：2 時間）  
〇課題１：正規分布表を用いて確率やパーセ
ント点を求める課題 
（目安：3 時間） 

第 7 回 

標本分布（１） 
・⺟集団と標本の違いを理解する 
・標本平均の性質を理解する  
 

〇⺟集団と標本の概念、標本平均に関する性
質について復習する。 
〇確認問題５＝標本平均の性質 
（目安：2 時間） 
 



第 8 回 

標本分布（２） 
・大数の法則の概要を知る 
・中心極限定理の性質を知る 
・ｔ分布の性質と読み方を知る  
 

☆提出：課題１ 
〇大数の法則及び中心極限定理の概念及び、
ｔ分布表の見方を復習する。 
〇確認問題６＝ｔ分布表の活用法  
（目安：2 時間） 

第 9 回 

推定（１） 
・推定の種類を理解する 
・点推定の方法を理解する 
・⺟平均に関する区間推定の方法（⺟分散が既知の場
合）を理解する  
 

〇⺟平均、⺟分散の点推定、および⺟平均の
区間推定の方法を復習する。 
〇確認問題７＝点推定と⺟平均に関する区間
推定 
（目安：2 時間）  
 

第 10 回 

推定（２） 
・⺟平均に関する区間推定の方法（⺟分散が未知の場
合）を理解する 
 

〇⺟平均に関する区間推定の復習 
（目安：2 時間）  
〇課題２：⺟平均に関する区間推定を行う課
題 
（目安：3 時間） 

第 11 回 
統計的仮説検定（１） 
・⺟平均の検定（⺟分散が既知の場合）の方法を知る 
 

〇統計的仮説検定の概要と⺟平均の検定につ
いて復習する。 
〇確認問題８＝⺟平均の検定に関する問題
（⺟分散が既知） 
（目安：2 時間） 
 

第 12 回 

統計的仮説検定（２） 
・２種類の過誤を理解する 
・⺟平均の検定（⺟分散が未知の場合）を理解する  
 

☆提出：課題２ 
〇統計的仮説検定における２種類の過誤、お
よび⺟平均の検定について復習する。 
〇確認問題９＝⺟平均の検定に関する問題
（⺟分散が未知） 
（目安：2 時間）  
 

第 13 回 
検定の応用 
・⺟比率に関する検定の方法を知る 
 

〇⺟比率の検定の概要と方法を復習する。 
〇確認問題１０＝⺟比率の検定に関する問題 
（目安 2 時間） 
 

第 14 回 
ふりかえり 
・この授業で学んだことをおさらいする 
 

〇全体を通して復習する。 （目安：4 時
間） 

第 15 回 
総括試験（対面試験） 
※感染症の状況によっては、レポートに変更すること
があります。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA203-
Y01 

2.科目名 心理統計学 （17 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件 
統計学Ⅰが履修済みであること。 
基本的な PC 操作、エクセルでの表作成な
どができることを前提に進めます。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 ※初回授業までに履修登録を済ませておいてください。 

17.授業の目的と概要 

人の心理や行動を数量的に把握し、そのデータを統計分析して、目的とする意味ある情報を
得るため、①心理学で用いられる統計手法、②統計に関する基礎的な知識を学習する。 
具体的には、基礎集計から二変量解析を、カイ二乗検定、平均値の差の検定、相関分析と
SPSS の活用法を学ぶ。 
心理統計、SPSS での解析を学ぶことをとおして、人の心を客観的に把握する方法について
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力、の学修に関連
しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
与えられた課題に対し、特定の科学的データを分析し、考察できるようになる。 
具体的には、 
① 各種分析方法を理解し、ＳＰＳＳ等統計ソフトを活用してデータ解析を行えるようにな
る。 
② 分析結果をエクセル、ワードなどを駆使して表現できるようになる。 
③ ①②をもとに結果を解釈することができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜資料を提示する。 

20.参考文献 
小塩真司「SPSS と Amos による心理･調査データ解析---因子分析・共分散構造分析まで」
東京図書 

21.成績評価 
各回の課題レポート×8 つ：50% 学習目標①②に対応 
復習課題レポート：10％ 学習目標③に対応 
最終課題レポート：40% 学習目標③に対応 

22.コメント 

※毎回ノート PC を用いて作業を行います。 
 必ず SPSS をインストールした PC を持参すること。 
欠席をすると次の授業についていけなくなります。 
もしも欠席してしまった場合には、必ず次回までに欠席した回の補習をおこなってくださ
い。 
課題もほぼ毎回出ます。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 授業内容（授業計画） 
評価方法などについて説明する。 
統計学Ⅰの振り返りをする。 
※SPSS のインストールを実施する：ノート PC を持
参 

〇復習：第一回目に学んだ内容を復習する
（120 分） 



第 2 回 
単純集計について解析する。 
ＳＰＳＳによって、単純集計を行う。 

〇復習：単純集計の結果を考察し、文章化す
る。（120 分） 

第 3 回 
χ2 乗検定とは何か クロス集計の方法、χ2 乗検定
について理解し、「統計的に有意」ということを学習
する。 

〇「統計的に有意」とはなにか、クロス集計
の分析方法を復習する。（120 分） 

第 4 回 
クロス集計（続）、出力結果の読み方、記述の仕方、
値の再割り当てなどを学習する。 

クロス集計の結果の見方を確認し、文章化す
る。（120 分） 

第 5 回 

「t 検定」とは何か解説する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する① 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 6 回 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 7 回 
対応のあるサンプルのｔ検定について学習する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇対応のあるサンプルの平均値の差の検定を
復習する。（120 分） 

第 8 回 相関分析① 
相関分析の分析方法を習得する 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 9 回 
相関分析② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 10 回 
相関分析③ 
出力結果の読み取り、結果の記述、解釈の仕方を学
ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 11 回 
まとめと補足と復習 
クロス集計、平均値の差の検定、相関分析の使い分け
ができるようにする。 

〇今までに学習した 3 つの分析方法が使い
分けられるようにその特徴を再確認する。
（120 分） 

第 12 回 
最終課題① 分析データを配布し、レポート課題につ
いて説明する。 

〇最終課題分析データについて、分析の視点
を明確にする。（180 分） 

第 13 回 最終課題② ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 

〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 14 回 
最終課題③ ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 

〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 15 回 
最終課題④ 最終課題を提出する。振り返り 
授業アンケートを実施する。 

〇最終課題を提出できるように仕上げる
(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA204-
Y01 

2.科目名 心理学統計法 （1/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件 
統計学Ⅰが履修済みであること。 
基本的な PC 操作、エクセルでの表作成な
どができることを前提に進めます。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 ※初回授業までに履修登録を済ませておいてください。 

17.授業の目的と概要 

人の心理や行動を数量的に把握し、そのデータを統計分析して、目的とする意味ある情報を
得るため、①心理学で用いられる統計手法、②統計に関する基礎的な知識を学習する。 
具体的には、基礎集計から二変量解析を、カイ二乗検定、平均値の差の検定、相関分析と
SPSS の活用法を学ぶ。 
心理統計、SPSS での解析を学ぶことをとおして、人の心を客観的に把握する方法について
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力、の学修に関連
しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
与えられた課題に対し、特定の科学的データを分析し、考察できるようになる。 
具体的には、 
① 各種分析方法を理解し、ＳＰＳＳ等統計ソフトを活用してデータ解析を行えるようにな
る。 
② 分析結果をエクセル、ワードなどを駆使して表現できるようになる。 
③ ①②をもとに結果を解釈することができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜資料を提示する。 

20.参考文献 
小塩真司「SPSS と Amos による心理･調査データ解析---因子分析・共分散構造分析まで」
東京図書 

21.成績評価 
各回の課題レポート×8 つ：50% 学習目標①②に対応 
復習課題レポート：10％ 学習目標③に対応 
最終課題レポート：40% 学習目標③に対応 

22.コメント 

※毎回ノート PC を用いて作業を行います。 
 必ず SPSS をインストールした PC を持参すること。 
欠席をすると次の授業についていけなくなります。 
もしも欠席してしまった場合には、必ず次回までに欠席した回の補習をおこなってくださ
い。 
課題もほぼ毎回出ます。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 授業内容（授業計画） 
評価方法などについて説明する。 
統計学Ⅰの振り返りをする。 
※SPSS のインストールを実施する：ノート PC を持
参 

〇復習：第一回目に学んだ内容を復習する
（120 分） 



第 2 回 
単純集計について解析する。 
ＳＰＳＳによって、単純集計を行う。 

〇復習：単純集計の結果を考察し、文章化す
る。（120 分） 

第 3 回 
χ2 乗検定とは何か クロス集計の方法、χ2 乗検定
について理解し、「統計的に有意」ということを学習
する。 

〇「統計的に有意」とはなにか、クロス集計
の分析方法を復習する。（120 分） 

第 4 回 
クロス集計（続）、出力結果の読み方、記述の仕方、
値の再割り当てなどを学習する。 

クロス集計の結果の見方を確認し、文章化す
る。（120 分） 

第 5 回 

「t 検定」とは何か解説する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する① 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 6 回 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 7 回 
対応のあるサンプルのｔ検定について学習する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇対応のあるサンプルの平均値の差の検定を
復習する。（120 分） 

第 8 回 相関分析① 
相関分析の分析方法を習得する 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 9 回 
相関分析② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 10 回 
相関分析③ 
出力結果の読み取り、結果の記述、解釈の仕方を学
ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 11 回 
まとめと補足と復習 
クロス集計、平均値の差の検定、相関分析の使い分け
ができるようにする。 

〇今までに学習した 3 つの分析方法が使い
分けられるようにその特徴を再確認する。
（120 分） 

第 12 回 
最終課題① 分析データを配布し、レポート課題につ
いて説明する。 

〇最終課題分析データについて、分析の視点
を明確にする。（180 分） 

第 13 回 最終課題② ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 

〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 14 回 
最終課題③ ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 

〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 15 回 
最終課題④ 最終課題を提出する。振り返り 
授業アンケートを実施する。 

〇最終課題を提出できるように仕上げる
(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA204-
Y02 

2.科目名 心理学統計法 （2/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 富田瑛智 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件 統計学Ⅰが履修済みであること。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

人の心理や行動を数量的に把握し、そのデータを統計分析して、目的とする意味ある情報を
得るため、①心理学で用いられる統計手法、②統計に関する基礎的な知識を学習する。 
具体的には、基礎集計から二変量解析を、カイ二乗検定、平均値の差の検定、相関分析と
SPSS の活用法を学ぶ。 
心理統計、SPSS での解析を学ぶことをとおして、人の心を客観的に把握する方法について
学ぶ。 
  
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

与えられた課題に対し、特定の科学的データを分析し、考察できるようになる。 
具体的には、 
① 各種分析方法を理解し、ＳＰＳＳ等統計ソフトを活用してデータ解析を行えるようにな
る。 
② 分析結果をエクセル、ワードなどを駆使して表現できるようになる。 
③ ①②をもとに結果を解釈することができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜資料を提示する。 

20.参考文献 
小塩真司「SPSS と Amos による心理･調査データ解析---因子分析・共分散構造分析まで」
東京図書 

21.成績評価 
各回の課題レポート×8 つ：50% 学習目標①②に対応 
復習課題レポート：10％ 学習目標③に対応 
最終課題レポート：40% 学習目標③に対応 

22.コメント 

※当面はオンライン授業を行います。 
※その間は、各回で webclass に Zoom 授業の招待 URL とレジュメなどを用意します。 
※授業は時間割通りの時間で実施されます。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
※毎回ノート PC を用いて作業を行います。 
 必ず SPSS をインストールした PC を持参すること。 
欠席をすると次の授業についていけなくなります。 
もしも欠席してしまった場合には、必ず次回までに欠席した回の補習をおこなってくださ
い。 
課題もほぼ毎回出ます。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 授業内容（授業計画） 
評価方法などについて説明する。 
統計学Ⅰの振り返りをする。 
※SPSS のインストールを実施する：ノート PC を持

〇復習：第一回目に学んだ内容を復習する
（120 分） 



参 

第 2 回 単純集計について解析する。 
ＳＰＳＳによって、単純集計を行う。 

〇復習：単純集計の結果を考察し、文章化す
る。（120 分） 

第 3 回 
χ2 乗検定とは何か クロス集計の方法、χ2 乗検定
について理解し、「統計的に有意」ということを学習
する。 

〇「統計的に有意」とはなにか、クロス集計
の分析方法を復習する。（120 分） 

第 4 回 
クロス集計（続）、出力結果の読み方、記述の仕方、
値の再割り当てなどを学習する。 

クロス集計の結果の見方を確認し、文章化す
る。（120 分） 

第 5 回 

「t 検定」とは何か解説する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する① 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 6 回 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 7 回 
対応のあるサンプルのｔ検定について学習する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇対応のあるサンプルの平均値の差の検定を
復習する。（120 分） 

第 8 回 
相関分析① 
相関分析の分析方法を習得する 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 9 回 
相関分析② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 10 回 
相関分析③ 
出力結果の読み取り、結果の記述、解釈の仕方を学
ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 11 回 
まとめと補足と復習 
クロス集計、平均値の差の検定、相関分析の使い分け
ができるようにする。 

〇今までに学習した 3 つの分析方法が使い
分けられるようにその特徴を再確認する。
（120 分） 

第 12 回 
最終課題① 分析データを配布し、レポート課題につ
いて説明する。 

〇最終課題分析データについて、分析の視点
を明確にする。（180 分） 

第 13 回 
最終課題② ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 14 回 最終課題③ ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 

〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 15 回 最終課題④ 最終課題を提出する。振り返り 
授業アンケートを実施する。 

〇最終課題を提出できるように仕上げる
(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA204-
Y03 

2.科目名 心理学統計法 （3/3） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上田真由子 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件 
統計学Ⅰが履修済みであること。 
基本的な PC 操作、エクセルでの表作成な
どができることを前提に進めます。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 ※初回授業までに履修登録を済ませておいてください。 

17.授業の目的と概要 

人の心理や行動を数量的に把握し、そのデータを統計分析して、目的とする意味ある情報を
得るため、①心理学で用いられる統計手法、②統計に関する基礎的な知識を学習する。 
具体的には、基礎集計から二変量解析を、カイ二乗検定、平均値の差の検定、相関分析と
SPSS の活用法を学ぶ。 
心理統計、SPSS での解析を学ぶことをとおして、人の心を客観的に把握する方法について
学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（4）問題発見・解決力、の学修に関連
しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
与えられた課題に対し、特定の科学的データを分析し、考察できるようになる。 
具体的には、 
① 各種分析方法を理解し、ＳＰＳＳ等統計ソフトを活用してデータ解析を行えるようにな
る。 
② 分析結果をエクセル、ワードなどを駆使して表現できるようになる。 
③ ①②をもとに結果を解釈することができるようになる。 

19.教科書・教材 適宜資料を提示する。 

20.参考文献 
小塩真司「SPSS と Amos による心理･調査データ解析---因子分析・共分散構造分析まで」
東京図書 

21.成績評価 
各回の課題レポート×8 つ：50% 学習目標①②に対応 
復習課題レポート：10％ 学習目標③に対応 
最終課題レポート：40% 学習目標③に対応 

22.コメント 

※毎回ノート PC を用いて作業を行います。 
 必ず SPSS をインストールした PC を持参すること。 
欠席をすると次の授業についていけなくなります。 
もしも欠席してしまった場合には、必ず次回までに欠席した回の補習をおこなってくださ
い。 
課題もほぼ毎回出ます。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション 授業内容（授業計画） 
評価方法などについて説明する。 
統計学Ⅰの振り返りをする。 
※SPSS のインストールを実施する：ノート PC を持
参 

〇復習：第一回目に学んだ内容を復習する
（120 分） 



第 2 回 
単純集計について解析する。 
ＳＰＳＳによって、単純集計を行う。 

〇復習：単純集計の結果を考察し、文章化す
る。（120 分） 

第 3 回 
χ2 乗検定とは何か クロス集計の方法、χ2 乗検定
について理解し、「統計的に有意」ということを学習
する。 

〇「統計的に有意」とはなにか、クロス集計
の分析方法を復習する。（120 分） 

第 4 回 
クロス集計（続）、出力結果の読み方、記述の仕方、
値の再割り当てなどを学習する。 

クロス集計の結果の見方を確認し、文章化す
る。（120 分） 

第 5 回 

「t 検定」とは何か解説する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する① 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 6 回 
独⽴したサンプルのｔ検定を習得する② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ 

〇独⽴したサンプルの平均値の差の検定を復
習する。（120 分） 

第 7 回 
対応のあるサンプルのｔ検定について学習する。 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇対応のあるサンプルの平均値の差の検定を
復習する。（120 分） 

第 8 回 相関分析① 
相関分析の分析方法を習得する 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 9 回 
相関分析② 
分析方法、出力結果の読み取り、結果の記述の仕方を
学ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 10 回 
相関分析③ 
出力結果の読み取り、結果の記述、解釈の仕方を学
ぶ。 

〇相関分析の方法について、復習する。
（120 分） 

第 11 回 
まとめと補足と復習 
クロス集計、平均値の差の検定、相関分析の使い分け
ができるようにする。 

〇今までに学習した 3 つの分析方法が使い
分けられるようにその特徴を再確認する。
（120 分） 

第 12 回 
最終課題① 分析データを配布し、レポート課題につ
いて説明する。 

〇最終課題分析データについて、分析の視点
を明確にする。（180 分） 

第 13 回 最終課題② ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 

〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 14 回 
最終課題③ ＳＰＳＳ，エクセル、ワードを駆使して
レポート課題に取り組む。 

〇分析結果をレポートにまとめる。(180 分) 

第 15 回 
最終課題④ 最終課題を提出する。振り返り 
授業アンケートを実施する。 

〇最終課題を提出できるように仕上げる
(180 分) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STA205-
Y01 

2.科目名 社会統計学 3.単位数 2 

4.授業担当教員 真鍋公希 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学専攻、データサイエンス専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 社会調査士 D 科目 11.先修条件 基礎統計学／市場調査論を履修しているこ
とが望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この科目は、データを定量的に分析するための統計学の基礎知識を修得することを目的とし
ます。具体的には、データの集計と可視化のための基本的手法、代表値や散らばりを表す
量、確率の基本定理、集団の推定や検定についての基本的な考え方、などを例題を通して理
解し、基本問題を独力で解けるようになることを目指します。 
【概要】 
出来るだけ実際のデータにふれ、処理をすることで、社会における統計の役割について理解
を深めることも目指します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(4)問題発見・解決力、(6)専門的知識・技
能の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①統計学の基本事項を理解し、説明できる。 
②統計学の基本問題を例題を参照しながら解くことができる。 
③統計学の問題を独力で解くことができる。 
④実際のデータを使った基本的な分析ができる。 
 

19.教科書・教材 授業内で資料を配布します。 
20.参考文献 授業内に適宜紹介します。 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業ノートの提出 30 点  ［学習目標①、②に対応］ 
・課題（13 問）    30 点  ［学習目標③、④に対応］ 
・総括試験     40 点  ［総括］ 

22.コメント 授業初回時に、より詳しいスケジュール等を説明しますので、必ず出席してください。 

23.オフィスアワー 
⽕ 4：研究室 
木 3：学習支援センター 
オフィスアワー以外も、事前に連絡してもらえれば対応します。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 授業の概観と評価について 復習：授業ノートの整理 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 2 回】 度数分布表とヒストグラム 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 3 回】 データの抽出法と乱数表 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 4 回】 データの散らばり 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 5 回】 確率分布：二項分布 復習：授業ノートの整理、課題作成 



予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 6 回】 確率分布：ポアソン分布 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 7 回】 確率分布：正規分布 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 8 回】 ⺟平均の区間推定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 9 回】 ⺟比率の区間推定、⺟標準偏差の推定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 10 回】 仮説検定(1)：⺟平均の検定 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 11 回】 仮説検定(2)：⺟比率の検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 12 回】 カイ 2 乗検定 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 13 回】 相関分析 
復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：次回の準備(テキスト、Web 資料) 

【第 14 回】 回帰分析 復習：授業ノートの整理、課題作成 
予習：総括試験の準備 

【第 15 回】 総括試験 復習：総括試験の反省 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM101-
A01 

2.科目名 データサイエンス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 陳那森 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 1 年春 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常⽣活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常⽣活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／竹村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 
参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（竹村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー （） 
研究室オフィスアワー （） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 
第 2 回 社会でおきている変化（１） 
1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト① 



 課題① 

 

第 3 回 1.1 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して⽣きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

1.5 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 

 

1.6 データ・AI 利活用の最新動向 
1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

2.1 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 
2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 



2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 

2.2 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

2.3 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

3.1 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 

3.2 データを守る上での留意事項 
3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ
イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

 
配付資料・トピック動画 
13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

STM102-
Y01 

2.科目名 データサイエンス入門 3.単位数 2 

4.授業担当教員 章志華 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 社会学科 9.履修学年 1 年春 

10.取得資格の要件 
DS 教育プログラムの必修
科目 
学科必修科目 

11.先修条件 特になし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的： 
近年、IoT・AI・機械学習などの新しい情報技術の発達により，データ駆動を特徴とするデ
ィジタル時代が到来し，経済、社会、および日常⽣活のより多くの側面がデータに依存する
ようになっている。そのため、データサイエンスは、科学と産業に同様に革命を起こす分野
として浮上しており、今後のビッグデータ社会において，職業人にとって欠かせない基礎的
素養となる。この科目はデータ思考の涵養（かんよう）として，社会におけるデータ・AI 利
活用，データリテラシー、データ・AI 利活用における留意事項などを学習する。 
概要： 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

１．データ・AI によって起きている、社会および日常⽣活の中の変化について説明できる。 
２．データ・AI 活用領域の広がりに関連づけて、データサイエンスの役割を説明できる。 
３．データ・AI 利活用の現場、および利活用のための技術、最新動向について説明できる。 
４．「データを読む、説明する、扱う」に関する基本的な概念と方法について理解してい
る。 
５．データ・AI を扱う上での留意事項とデータを守る上での留意事項について説明できる。 
[関連するディプロマポリシー] 
（4）問題発見・解決力（6）専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 

教科書：『教養としてのデータサイエンス』（北川源四郎／竹村彰通・編 内田誠一／川崎能
典／孝忠大輔／佐久間淳／椎名洋／中川裕志／樋口知之 ／丸山宏・著, 講談社サイエンテ
ィフィク） 
教材：WebClass にて必要に応じて補助資料を掲載する。 

20.参考文献 参考書：『データサイエンス入門 第 2 版』（竹村彰通・姫野哲人・高田聖治 編，学術図書
出版社） 

21.成績評価 
小テスト：10 回 X4＝40 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
課 題： 10 回 X5＝50 点 【学習?標①〜⑤に対応】 
アピールシート：1 回 X10＝10 点 【学習?標①〜⑤に対応】 

22.コメント 講義では、ノート PC を利?しますので，授業に使える PC を持参してください。 

23.オフィスアワー 
センタオフィスアワー 金曜 2 限（神⼾山手） 
研究室オフィスアワー 水曜昼休み（神⼾山手） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

第 1 回 イントロダクション 
・科?の概要と?的，到達?標，全体の流れなどの説明 
・WebClass の小テスト機能の利用方法について説明 
・事前アンケート 

 

 第 2 回 社会でおきている変化（１）  



1.1.1 ビッグデータ 
1.1.2 検索エンジンと SNS 
 

配付資料・トピック動画 
小テスト① 
課題① 

 

第 3 回 社会でおきている変化（２） 
1.1.3 第 4 次産業革命 
1.1.4 AI の驚異的発達 
1.1.5 人間の知的活動と AI 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト② 
課題② 

 

第 4 回 社会で活用されているデータ 
1.2.1 データの種類 
1.2.2 データの所有者 
1.2.3 構造化データと非構造化データ 
1.2.4 自動翻訳 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト③ 
課題③ 

 

第 5 回 データと AI の活用領域 
1.3.1 事業活動におけるデータ・AI 活用の広がり 
1.3.2 活用目的ごとのデータ・AI 活用の広がり 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト④ 
課題④ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(1) 
1.4.1 誰もが無意識にデータを解析して⽣きている 
1.4.2 さまざまなデータ解析 ―予測 
1.4.3 さまざまなデータ解析 ―グルーピングとクラ
スタリング 
1.4.4 さまざまなデータ解析 ―発見 
1.4.5 データ解析の関連話題 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑤ 
課題⑤ 

 

1.4 データ・AI 利活用のための技術(2) 
1.4.6 非構造化データ処理 
1.4.7 データ可視化 
1.4.8 パターン認識技術 
1.4.9 人工知能 
 

 
配付資料・トピック動画 
前半（２〜7）の振り返り 
KPT シート① 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 

 

1.5 データ・AI 活用の現場 
1.5.1 データ分析による意思決定 
1.5.2 情報技術による自動化 
1.5.3 データ分析・自動化の実際 
1.5.4 組織的考慮点 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑥ 
課題⑥ 

 

1.6 データ・AI 利活用の最新動向 
1.6.1 AI 等を活用した新しいビジネスモデル 
1.6.2 AI 最新技術の活用例 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑦ 
課題⑦ 

 

2.1 データを読む 
2.1.1 データの種類 
2.1.2 データの分布と代表値 
2.1.3 代表値の性質の違い 
2.1.4 データのばらつき 
2.1.5 観測データに含まれる誤差の扱い 
2.1.6 打ち切りや脱落を含むデータ，層別の必要なデ
ータ 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑧ 
課題⑧ 



2.1.7 相関と因果性 
2.1.8 ⺟集団と標本抽出 
2.1.9 クロス集計表，相関係数行列，散布図行列 
2.1.10 統計情報の正しい理解 
 

 

2.2 データを説明する 
2.2.1 データの表現 
2.2.2 データの図解表現 
2.2.3 データの比較 
2.2.4 不適切なグラフ表現 
2.2.5 優れた可視化の例 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑨ 
課題⑨ 

 

2.3 データを扱う 
2.3.1 表形式のデータ 
2.3.2 データ解析ツール 
2.3.3 SSDSE データを扱う 
 

 
配付資料・トピック動画 
小テスト⑩ 
課題⑩ 

 

3.1 データ・AI を扱う上での留意事項 
3.1.1 ELSI 
3.1.2 一般データ保護規則：GDPR 
3.1.3 十分性認定 
3.1.4 AI 倫理 
3.1.5 AI 脅威論 
3.1.6 ブラックボックス化 
3.1.7 説明可能性 
3.1.8 アカウンタビリティ，透明性，トラスト 
3.1.9 公平性 
3.1.10 データ・AI 活用における負の事例紹介--デー
タの悪用・目的外利用 
3.1.11 データ・AI 活用における負の事例紹介--フラ
ッシュクラッシュ 
 

 
配付資料・トピック動画 
後半（8〜12）の振り返り 
KPT シート② 
Q＆A：掲示板：相互レビュー 
 

 

3.2 データを守る上での留意事項 
3.2.1 データサイエンスにおけるセキュリティとプラ
イバシー 
3.2.2 データサイエンスと情報セキュリティ 
3.2.3 データサイエンスとプライバシー 
 

 
配付資料・トピック動画 
13，14 回の「心得」部の学習内容に関する
感想 
 

 
第 15 回 学習振り返りアピールシート作成 
学習成果と今後の DS 活用の可能性についてアピール
する文書を作成 

総括 
アピールシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
M01 

2.科目名 
サービスラーニングＡ （小学⽣の学習支
援） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 佐藤広志 

5.授業科目の区分 リベラルアーツ 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 1~2 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
８〜１0 名 
子どもの心理・発達・教育・福祉・養育などに興味関心のある者、教員免許を取得する者 
活動日である水曜日の 15 時〜16 時に参加できる者 

17.授業の目的と概要 

（目的） 
社会的貢献である学習支援活動で体験した児童の発達や学習に関する知識やスキルを、大学
で学ぶ心理学の授業でのより深い学びにつなげる。 
（概要） 
三木市⽴緑が丘小学校の 3〜6 年⽣の児童（各学年 10 名）に対して、水曜日の放課後 15 時
〜16 時に学習支援を行う 
具体的にはあ、「基礎学力の向上」を目指すことを目的都市、「算数科」「国語科」の自習プ
リントを活用した学習の個別支援を行う。 
児童への支援は、緑が丘小学校の担当指導者の指示のもとに支援を行う。 
支援活動の回数は通算 10 回程度である。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

大学での授業で学修する心理学的な知識を活用しながら、自らの自動機の経験を活かして、
発達途上にある小学⽣の学びの実態を把握する。 
算数科・国語かへの学習支援を通して、児童がどこで何に困難を示しているのを知り、どの
ような支援の手⽴て有効であるかを磁土の視点に⽴って考える。 
児童と共に学修課題へ取り組むことにより、より望ましい子どもへの関わり方を学ぶ。 
DP(ディプロマポリシー）の（２）社会的貢献性、の学修に関連しています。 
 

19.教科書・教材 特に指定なし 
20.参考文献 特に指定なし 

21.成績評価 

ステークホールダー（緑が丘小学校）の評価 40％ 
支援活動記録 20％ 
振り返りレポート 20％ 
プレゼンテーション 20％ 

22.コメント 

この活動は、大学の授業で学修した心理学的知識を児童支援で活用する。あるいは、児童支
援の体験を心理学に関する授業でより確かな知識とスキルへと高める絶好の機会です。そし
て、学⽣の皆さんが有する力で社会貢献することが可能尾です。 
ぜひ、このサービスラーニングへ参画してください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

オリエンテーション（シラバス概要説明・サービスラ
ーニングの意義・支援活動の目標と内容・活動スケジ
ュール） 
学習支援活動における諸注意と留意事項（安心安全の
確保・個人情報保護・守秘義務など） 

サービスラーニングの冊子に記述されている
内容の理解と把握 

第 2 回 小学校算数科における各学年の目標と指導内容 授業内容の復習 



小学校国語科における学年別配当漢字 
学習支援活動のスケジュールの作成と確認 

発達障害について調べる 

第 3 回 
発達障害についての理解（定義・行動特性・指導上の
配慮事項など） 

学習支援活動における配慮事項と留意点につ
いての再確認 

第 4 回 

学習支援活動①（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第５回 

学習支援活動②（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 6 回 

学習支援活動③（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 7 回 

学習支援活動④（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 8 回 

学習支援活動⑤（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 9 回 

学習支援活動⑥（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 10 回 

学習支援活動⑦（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 11 回 

学習支援活動⑧（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 12 回 

学習支援活動⑨（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 13 回 

学習支援活動⑩（緑が丘小学校で水曜日 15 時〜16
時） 
指導者の指示による個別の支援 
支援における子どもと支援者の行動記録 

記録の整理（良かった点・改善点など） 

第 14 回 
学習支援活動の振り返り（総括） 
記録の整理と集約 
プレゼンテーション資料作成 

プレゼンテーション資料作成準備 



サービスラーニング報告会の準備 
第 15 回 サービスラーニング報告会での発表 プレゼンテーション資料提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
M03 

2.科目名 サービスラーニングＡ （地域防災と共助） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 村田昌彦 

5.授業科目の区分 

リベラルアーツ 
「防災・減災分野にお
ける実務経験のある教
員による授業科目」 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 特になし。 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、演習 
16.履修制限 人数制限あり（10 名程度） 定員を超えた場合は、選考する 

17.授業の目的と概要 

 本学と地元三木市とは成熟社会における、時代の変化に沿った連携を強化すべく、2005
年 11 月に連携協定を締結した。 
「防災のまち」を標榜する三木市における市⺠の防災活動では、地元の⻘山地区を始め、各
自治会を中心とした組織により防災訓練が実施されている。しかし、訓練への参加者数は減
少しており、市⺠の防災意識が高まりつつあるとはいえない状況にある。  
 このプログラムでは、本学に入学して初めて防災を学ぼうとする学⽣を対象に、防災につ
いての基礎的な知識や三木市の災害リスクの現状について学び、地元⻘山地区の防災訓 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○三木市の災害リスクや防災上の特徴を理解している。 
○市⺠参加が得られる効果的な防災訓練メニューを企画提案することができる。 
○実際の地域の防災訓練に参加して、訓練メニューを運営することができる。 
○成果について、広く報告する。 

19.教科書・教材 随時、資料を配布する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

教室外活動プログラムなので、活動への取り組み姿勢も評価する 
〇事前学修時のまとめレポート 30％ 
〇防災訓練での活動      30％ 
〇事後学習最終レポート    30％ 
◆その他、グループ活動等の取り組み姿勢 10％   
 

22.コメント 

○授業は、春〜秋学期の間に 15 コマで実施し、11 月 27 日（日）<予定>：例年 11 月の最
後の日曜日>の三木市総合防災訓練に参加して、訓練ブースを出展・運営します。 
防災訓練に参加することが、このサービスラーニングにとっては必須ですので、実施日が確
定しだい、予定を確保してください。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：⽕曜日４限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
(７月末） 

【オリエンテーション】 
 プログラム概要、学修目標などについて 
 

 

第 2･3･4 回 
(8 月中 ２
~４限） 

【事前学習】 
・近年多発する災害 
・防災訓練の意義 
・ボランティア活動の心得と実践 
・三木市の災害対策、防災訓練の実施事例（三木市危
機管理課） 

 

第 5･6･7 回 【事前学習】  



(9 月中) ・⻘山地区自治会/三木市危機管理課との交流（⻘山
地区自主防災会など） 
・防災訓練の内容、運営手法についての企画提案、訓
練時の役割分担 

第 8･9 回 
(10 月〜11
月) 

防災訓練の準備（訓練内容の詳細計画策定、物品調
達、当日準備） 

 

第 10･11 回 
訓練前日 

防災訓練の現地での準備  

第 12/･13 回 
防災訓練当
日 

防災訓練の参加（班別）  

第 14･15 回 

【事後学習】 
・活動成果の取りまとめ 
・次年度防災訓練に向けた提案 
・三木市、⻘山地区自治会との反省会、意見交換 

 

 
 

 
 

 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y01 

2.科目名 サービスラーニングＡ 動物と学ぶ１ 3.単位数 1 

4.授業担当教員 横川滋章 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学科 9.履修学年 1 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
臨床心理学（2 年⽣春学期）を 2 年次に履
修する、あるいは既に履修していることが
望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 3 日間の学外活動を含む 
16.履修制限 12 名程度（8 名〜12 名） 

17.授業の目的と概要 

三木ホースランドパークでの現地活動では厩舎作業を中心としたサービス活動、 AAT(動物
介在療法)に基礎を置いた自己理解―対人関係のワークを行う。 前提として、同施設および
動物に関わる上での安全管理、理論的な背景となる AAT について事前学修で学ぶ。 
夏学期の第１ゾーン 8 月 2 日-4 日での実施を予定している。学内にて事前学修、ホースラ
ンドパークにて 2 日間の現地活動。その後、学内およびホースランドパークにて事後学習を
行う。 
夏学期後半・秋学期の週末を利用してのホースランドでのサービス活動を予定している。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

【学修目標】 
社会で働く基礎を身につける。  
動物との関わりから、自己および他者を尊重することを学ぶ。 
AAT の基本的な学びを活かして、自己および他者について理解を深める。 
【社会貢献】 
プログラムを通じて同施設のもつ資源を再発見し、地域の活性化につなげる。 

19.教科書・教材 適宜、資料を配布する 
20.参考文献  

21.成績評価 

事前学修 20% 
現地での活動 
    8 月 第 1 ゾーン  40% 
    夏学期後半・秋学期       20% 
事後学修 20% 
＊詳細については、後日説明する 

22.コメント 

真摯で意欲的な参加姿勢が必須条件である。動物と関わることはリスクを伴うため それを
理解したうえで自己および他者の安全に配慮する必要がある。 
なお現地への交通費・食費およびワークのための施設利用料（4,000 円程度）など諸経費は
自己負担となる（詳細は後日、説明する）。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：曜 限 
センターオフィスアワー:  曜 限（臨床心理英文献精読） 
＊オフィスアワー以外でも相談・質問を受けますのでメール等でご連絡ください。 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学修 

学内にて実施する。7 月末および、8 月 2 日の 2-4 限
の予定。 
①オリエンテーション 
授業概要・サービスラーニング趣旨 
参加にあたっての心構え・授業評価について 

 



②三木ホースランドパークについて 
③アニマルアシスティッドセラピーの概要について 

現地活動 1
日目 

ホースランドパークでの活動（8 月第 1 ゾーン 8 月 3
日・4 日の 2 日間） 
施設見学 
厩舎作業と安全面についてのレクチャー・諸注意 
厩舎作業 
馬を介在してのワーク① 3 時間程度 
1 日の振り返り・グループワーク 

 

現地活動 2
日目 

厩舎作業 
馬を介在してのワーク② 3 時間程度 
1 日の振り返り・グループワーク 
乗馬体験（トレッキング） 
⼣方解散 

 

事後学習 
①ホースランドパークでの活動の振り返り 
②ホースランドパークでのサービス活動準備 
③サービスラーニング活動報告会準備 

 

   
HLP でのサ
ービス活動 

夏期の経験を踏まえて、土日祝に行われるホースラン
ドパークのイベントに参加、サービス活動を行う。  

SL 報告会の
準備 

SL 報告会の参加は原則として必須であり、以降も適
宜、報告の準備を事後学修の一環として行う。 

 

 

＊新型コロナに対応し、宿泊を取り止め、zoom にて
事前学修、8 月第 1 ゾーンに日帰りにて現地活動。8
月 9 月にイベントのヘルプ、またトレッキングを現
地で予定している。 

 

   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y02 

2.科目名 
サービスラーニングＡ 非行少年の⽴ち直り
支援 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 神垣一規 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
応用犯罪心理学を履修済みであることが望
ましい。そのほか犯罪心理学関連の授業を
履修済みであることが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

犯罪や非行に関心があるだけではなく，実際に非行に及んだことのある少年とかかわること
になるため，少年たちの手本になるような行動や態度を示せることが必要である。また，少
年とかかわる際の注意事項（活動で知り得た情報の管理など）をしっかりと守れることが最
低限の条件となる。 
定員は５名程度とする。希望理由及び面談などによる選考がある。 
以下の①②を満たすことができる学⽣に限る 
①５月１３日までに申込書を提出すること 
②５月２６日１３：３０〜１５：００で行われる家裁の研修に参加すること 
 

17.授業の目的と概要 

 ２０歳未満の少年が犯罪行為に及ぶと，その事件は基本的にすべて家庭裁判所に送られる
ことになる。家庭裁判所では，少年が非行に至った背景について，本人の心理的特徴，家庭
の状況，学校の様子などを踏まえて分析し，審判を開催して少年に必要な処分を言い渡すこ
とになる。その処分には保護観察や少年院送致があるが，少年の社会での⽣活の様子を観察
した上で処分を決定することを目的とする試験観察というものがある。試験観察中は家庭裁
判所調査官の助言や指導を受けながら，社会⽣活を送ることになり，その間に社会奉仕活動
等に参加することも 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち「社会貢献性」「多様性理
解」「コミュニケーションスキル」の学修と関連する。 
①非行少年に対する一連の司法手続きについて理解し，説明することができる。 
②活動に対して意欲的に取り組み，非行少年とのかかわり方について自分なりに工夫し，改
善していくことができる。 
③非行少年を支える地域の人たちの存在の意味について理解することができる。 
④活動を通して自分なりに気づいたことをまとめて発表することができる。 

19.教科書・教材 指定なし 
20.参考文献 必要があれば，その都度紹介する。 

21.成績評価 

①研修会及び事前学習で理解したことに関するレポート：３０％ 
（学習目標①，②に対応） 
②活動内容の問題点及び改善点に関する発表：３０％ 
（学習目標①，②，③，④に対応） 
③最終レポートの e ポートフォリオへの投稿：４０％ 
（学習目標①，②，③，④に対応） 

22.コメント 
今年度から新たに始まるプログラムであり，実施内容が予定していたものから変更になる可
能性がある。 

23.オフィスアワー 月曜昼 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回目 ガイダンス  



授業全体の流れや注意事項について説明 
 

第２回 
事前研修（５月２６日 １３：３０から） 
神⼾家庭裁判所において事前研修を行う。  

第３回 事前学習 
試験観察の少年の心情について 

 

第４回 ボランティア活動の実施①（夏学期） 事前学習レポートの提出 
第５回 ボランティア活動の振り返り①（夏学期）  
第６回 ボランティア活動の実施②（夏学期）  
第７回 ボランティア活動の振り返り②（夏学期）  
第８回 活動を通した気づきに関する報告，発表会（夏学期）  
第９回 活動を通した気づきに関する報告，発表会（夏学期）  
第１０回 ボランティア活動の実施③（冬学期）  
第１１回 ボランティア活動の振り返り③（冬学期）  
第１２回 兵庫少年友の会会員の講義（冬学期）  
第１３回 全体を通した振り返りに関する発表（冬学期）  
第１４回 全体を通した振り返りに関する発表（冬学期）  
第１５回 まとめ 最終レポートの e-ポートフォリオへの投稿 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y03 

2.科目名 
サービスラーニングＡ BBS 活動を通して学
ぶ地域の更⽣保護１ 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 髙橋浩樹、神垣一規 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

定員は１０名程度とする。 
東灘区 BBS 会，保護司会，更⽣保護女性会，保護観察所などの外部の協力機関と連携して
活動していくことを十分理解し，積極的に意見を述べたりしてもらうことが必要になる。ま
た，日程はこれから定めていくが，土日での活動が多くなることから，これらの活動に参加
可能な学⽣とする。希望理由及び面談などによる選考がある。 
少なくとも，５月１７日１８：３０からのオリエンテーションと５月〇日のキックオフミー
ティングに参加できること。 
 

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
BBS 活動への参加を通じて，地域の明るい社会づくりがどのように行われているのか理解す
る。 
＜授業の概要＞  
非行少年は減少傾向にあるが，再非行に及ぶ少年たちは一定数いる。少年たちが再非行に及
ばないようにするためには，地域社会での支援が非常に重要になる。こうした活動は更⽣保
護と呼ばれる分野の一部であり，保護観察所や保護司会，そして地域の BBS（Big Brothers 
and Sisters）会が中心となって担っている。 
 この授業では，これらの機関と連携して，非行少年の社会復帰，安心・安全 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学修目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち「社会貢献性」「多様性理
解」「コミュニケーションスキル」の学修と関連する。 
①更⽣保護の概要を理解し，具体的にどのような活動が行われているのか説明できる。 
②活動に対して意欲的に取り組み，自分の知識や経験を⽣かして，積極的に意見を述べるこ
とができる。 
③地域には様々な問題や悩みを抱えている人が住んでいるということを理解することができ
る。 
④活動を通して自分なりに気付いたことをまとめて発表できる。 

19.教科書・教材 
指定なし。 
必要があれば資料を配布する。 

20.参考文献 必要があればその都度紹介する。 

21.成績評価 

①毎回の活動で学んだことに関するレポート（４０％）課題①〜⑥ 
（学修目標①，③に対応） 
②更⽣保護関係のイベント等において，周囲と協力し，自分なりの意見を発表する（４
０％）課題⑦ 
（学習目標②，④に対応） 
③授業全体に関するレポートを e-ポートフォリオに投稿する（２０％）課題⑧ 
（学習目標①，②，③，④に対応） 

22.コメント 
先方の都合等により，実施内容が予定していたものから変更になる可能性がある。 
既に遠隔で実施する予定のプログラムと対面を予定しているプログラムがある。コロナ感染
状況によって，対面予定のものも遠隔になる可能性がある。 



23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：月曜昼（神垣） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回目 
（５月１７
日） 

オリエンテーション 
（１８：３０〜本学で実施） 

キックオフミーティングに備えて自分なりに
更⽣保護について調べる。 

２回目 
 

キックオフミーティング① 
BBS，保護司会，更⽣保護女性会についての説明  

３回目 
キックオフミーティング② 
各関係者との打ち合わせ。 

課題①：キックオフミーティングを終えた感
想レポート 

４回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施）  
５回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施） 課題②：不登校支援についての感想レポート 
６回目 子ども食堂に関する説明  
７回目 子ども食堂活動への参加 課題③：子ども食堂に関するレポート 

８回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

９回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

１０回目 保護司さんへのインタビュー調査のまとめ インタビュー結果の取りまとめ 
１１回目 保護司さんへのインタビュー調査を基にした発表準備 発表のための資料作り 

１２回目 更⽣支援イベントに向けた準備 なにをどのように発表するか計画する。イベ
ントの準備を手伝う。 

１３回目 更⽣支援イベントに向けた準備 
何をどのように発表するのか，協力して考
え，準備する。 

１４回目 
（１２月） 

更⽣支援イベントへの参加と発表（遠隔実施） 
課題④：自分たちの意見についてイベント内
で発表する。 

１５回目 まとめと振り返り 
課題⑤：全体の感想や学んだことを e-ポー
トフォリオへ投稿する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y71 

2.科目名 
サービスラーニングＡ 高齢者を特殊詐欺か
ら守ろう 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 
警察分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 全学科全学⽣１年⽣・２年⽣ 9.履修学年 全学科全学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

事前学習を行った後、⻑田警察署担当官か
ら特殊詐欺被害の実態調査を行う。その上
で特殊詐欺抑止に有効な寸劇等制作し、高
齢者に披露して防犯啓発を行う。 
活動はグルーブ単位で実施する。 
〇 グルーブ編成 1 個班 5 名の３個班 
  編成（計 15 名） 
〇 形態 
  ①講義、②実態調査活動、 
  ③シナリオ・小道具類の作成 
  ④グループワークとプレゼンテー 
   ション 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、社会問題化している特殊詐欺被害者の大半を占める高齢者に焦点を当
て、防犯寸劇を披露して被害防止に資することを目的とします。 
【概要】具体的には、以下の内容に取り組むことで正常性バイヤスに苛まれる高齢者の心に
響く防犯寸劇を制作して披露し、防犯啓発に役⽴てる活動を行います。 
 ①特殊詐欺の発⽣実態等を図書や Web にて把握する  
 ②⻑田警察署担当官から被害の実態調査を行う 
 ③高齢者の心に届く寸劇・紙芝居等の制作を行う       
 ④⻑田公⺠館にて、寸劇等の実演を行う 
 ⑤振り返りの実施 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性(2)社会貢献性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています 
本科目の学習目標は次のとおりです 
? 社会問題化している特殊詐欺の実態を知ることができる 
? 特殊詐欺の発⽣実態から様々な問題点を発見の上、主たる被害者である高齢者に対する
防犯 
  啓発を行うことができる 
? 高齢者の被害防止という社会貢献を担うことができる 
? 規範意識を醸成することができる 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

① 事前学習及び活動時の取り組み姿勢態度                  ２０％ 
② 寸劇・紙芝居等の制作（共同作成）に当たっての姿態度           ３０％ 
③ 発表にあたっての姿勢態度                        ３０％ 
④ 日々の振り返り及び総括振り返りレポート（総括はｅポートフォリオに搭載） ２０％ 

22.コメント 最終的に、学んだ成果を班別に高齢者に披露・発信することから、班員に迷惑をかけないよ



う安易に欠席することなく、責任を持って意欲的に参加できる人を求めます。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：春学期 ⽕曜・昼休み、 秋学期 月曜・昼休み 
センタープログラム（警察・消防官志望者へのアドバイス）：  
   春学期 ⽕曜・第４限、 秋学期 月曜・第４限み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前連絡 

【８月１０日 １５時〜】 
○ 事前学習・説明会  ・・Zoom 予定 
 ・ 事前学習要領について 
 ・ 新型コロナ感染症対策について 
 ・ その他 

パソコン持参 

第１回 

【９月７日第１時限】 
○ ガイダンス 
 ・ サービスラーニングについての共通認識 
 ・ 課題選定理由の説明と理解促進 
 ・ 班編制とリーダー・サブリーダーの選出 
 ・ その他 

パソコン持参 

第２回 
【９月７日第２時限】 
○ 特殊詐欺の被害実態からみた、心に響く抑止対策
の検討を行う。 

パソコン持参 

第３回 

【９月７日第３時限】 
○ ⻑田警察署の担当官教養… 予定 
 ・ ⻑田警察署管内を中心とした特殊詐欺の発⽣状
況と抑止対策 
  の説明 
 ・ 質疑応答 
 ・ その他 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第４回 

【９月８日第１時限】 
○ グループ討議 
 ・ 特殊詐欺の発⽣実態等を踏まえ、各グルーブ毎
に情報の整理・ 
  分析の実施と共有  
 ・ 発表内容をグループ毎に検討のうえ全体で調整
し決定する 

パソコン持参 

第５回 
【９月８日第２時限】 
○ グループ毎に発表内容の原案作成 パソコン持参 

第６回 
【９月８日第３時限】 
○ 発表原案の詰め作業 
○ 寸劇・紙芝居等の作成作業 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第７〜８回 
【９月１２日第１〜２時限】 
○ 寸劇・紙芝居等の作成作業 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第９〜１１
回 

【９月１４日第１〜３時限】 
○ 寸劇・紙芝居等の発表のための事前訓練の実施  
 ・ 進行役、演技者等の決定 
 ・ 実演要領の事前訓練 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第１２〜１
３回 

【９月１６日第１〜２時限】 
○ 公⺠館での報告会の準備 

パソコン持参 



○ 報告会の実施（午前１０時〜１１時３０分）予定 

第１４回 

【９月１６日第３時限】 
○ 今回のサービスラーニングを通じての「総括の振
り返り」を行い、 
 ｅポートフォリオに実施結果を搭載する（時間内に
出来なければ、 
 ９月２１日(水)までに搭載のこと）。 
○ 各人の意見・感想等発表会の実施 

パソコン持参 
総括振り返りレポートの作成（e ポートフォ
リオ搭載） 

第１５回 

【９月１６日第４時限】 
○ １２月１０日(土)に行われる「経験学習報告会」
のプレゼンを 
 準備する 
  〜班毎に、発表内容を作成し優秀作を決める 
○ 全体総括 

パソコン持参 
経験学習報告会でのプレゼン資料の作成 

報告会 
【１２月１０日】 
  経験学習報告会・・詳細は後日示達 

 

 

【注意事項】 
① 最終日の報告会までに各種作業を完了させる必要
があり、進捗状 
 況によっては時間延⻑もあることから、期間中のア
ルバイト等の個 
 人予定は、可能な限り事前調整しておくこと。 
② 対応事象の終了ごとに振り返りを行い、反省・検
討を次回に活か 
 す習慣をつけること。 
③ 短期間に集中したプログラムであることから、健
康管理に努め、 
 やむを得ない事情がある場合を除いては、欠席しな
いこと。 
④ より良い「作品」を作るため、各人が考えて知恵
を出し、前向 
 きな議論を実施すること。 

 

   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL101-
Y72 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 高齢者を特殊詐欺か
ら守ろう[エキスパート] 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本昌宏 

5.授業科目の区分 
警察分野における実務
経験のある教員による
授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択必修 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 全学科全学⽣１年⽣・２年⽣ 9.履修学年 全学科全学年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
「サービスラーニングＡ 高齢者を特殊詐
欺から守ろう」を履修済みであること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

事前学習を行った後、⻑田警察署担当官か
ら特殊詐欺被害の実態調査を行う。その上
で特殊詐欺抑止に有効な寸劇等制作し、高
齢者に披露して防犯啓発を行う。 
活動はグルーブ単位で実施する。 
〇 グルーブ編成 1 個班 5 名の３個班 
  編成（計 15 名） 
〇 形態 
  ①講義、②実態調査活動、 
  ③シナリオ・小道具類の作成 
  ④グループワークとプレゼンテー 
   ション 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】この科目は、社会問題化している特殊詐欺被害者の大半を占める高齢者に焦点を当
て、防犯寸劇を披露して被害防止に資するとともに、「サービスラーニングＡ 高齢者を特殊
詐欺から守ろう」での学びを、更に深めることを目的にしています。 
【概要】具体的には、以下の内容に取り組むことで正常性バイヤスに苛まれる高齢者の心に
響く防犯寸劇を制作して披露し、防犯啓発に役⽴てる活動を主体的に行います。 
 ①特殊詐欺の発⽣実態等を図書や Web にて把握する  
 ②⻑田警察署担当官から被害の実態調査を行う 
 ③高齢者の心に届く寸 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ)の(1)自律性(2)社会貢献性(4)問題発見・解決力(5)コ
ミュニケーションスキル、の学修に関連しています 
本科目の学習目標は次のとおりです 
? 社会問題化している特殊詐欺の実態を知ることができる 
? 特殊詐欺の発⽣実態から様々な問題点を発見の上、主たる被害者である高齢者に対する
防犯 
  啓発を行うことができる 
? 高齢者の被害防止という社会貢献を担うことができる 
? 規範意識を醸成することができる 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 なし 

21.成績評価 

① 事前学習及び活動時の取り組み姿勢態度                  ２０％ 
② 寸劇・紙芝居等の制作（共同作成）に当たっての姿態度           ３０％ 
③ 発表にあたっての姿勢態度                        ３０％ 
④ 日々の振り返り及び総括振り返りレポート（総括はｅポートフォリオに搭載） ２０％ 

22.コメント 最終的に、学んだ成果を班別に高齢者に披露・発信することから、班員に迷惑をかけないよ



う安易に欠席することなく、責任を持って意欲的に参加できる人を求めます。 
 

23.オフィスアワー 
研究室オフィスアワー：春学期 ⽕曜・昼休み、 秋学期 月曜・昼休み 
センタープログラム（警察・消防官志望者へのアドバイス）：  
   春学期 ⽕曜・第４限、 秋学期 月曜・第４限み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前連絡 

【８月１０日 １５時〜】 
○ 事前学習・説明会  ・・Zoom 予定 
 ・ 事前学習要領について 
 ・ 新型コロナ感染症対策について 
 ・ その他 

パソコン持参 

第１回 

【９月７日第１時限】 
○ ガイダンス 
 ・ サービスラーニングについての共通認識 
 ・ 課題選定理由の説明と理解促進 
 ・ 班編制とリーダー・サブリーダーの選出 
 ・ その他 

パソコン持参 

第２回 
【９月７日第２時限】 
○ 特殊詐欺の被害実態からみた、心に響く抑止対策
の検討を行う。 

パソコン持参 

第３回 

【９月７日第３時限】 
○ ⻑田警察署の担当官教養… 予定 
 ・ ⻑田警察署管内を中心とした特殊詐欺の発⽣状
況と抑止対策 
  の説明 
 ・ 質疑応答 
 ・ その他 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第４回 

【９月８日第１時限】 
○ グループ討議 
 ・ 特殊詐欺の発⽣実態等を踏まえ、各グルーブ毎
に情報の整理・ 
  分析の実施と共有  
 ・ 発表内容をグループ毎に検討のうえ全体で調整
し決定する 

パソコン持参 

第５回 
【９月８日第２時限】 
○ グループ毎に発表内容の原案作成 パソコン持参 

第６回 
【９月８日第３時限】 
○ 発表原案の詰め作業 
○ 寸劇・紙芝居等の作成作業 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第７〜８回 
【９月１２日第１〜２時限】 
○ 寸劇・紙芝居等の作成作業 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第９〜１１
回 

【９月１４日第１〜３時限】 
○ 寸劇・紙芝居等の発表のための事前訓練の実施  
 ・ 進行役、演技者等の決定 
 ・ 実演要領の事前訓練 

パソコン持参 
振り返りレポートの作成 

第１２〜１
３回 

【９月１６日第１〜２時限】 
○ 公⺠館での報告会の準備 

パソコン持参 



○ 報告会の実施（午前１０時〜１１時３０分）予定 

第１４回 

【９月１６日第３時限】 
○ 今回のサービスラーニングを通じての「総括の振
り返り」を行い、 
 ｅポートフォリオに実施結果を搭載する（時間内に
出来なければ、 
 ９月２１日(水)までに搭載のこと）。 
○ 各人の意見・感想等発表会の実施 

パソコン持参 
総括振り返りレポートの作成（e ポートフォ
リオ搭載） 

第１５回 

【９月１６日第４時限】 
○ １２月１０日(土)に行われる「経験学習報告会」
のプレゼンを 
 準備する 
  〜班毎に、発表内容を作成し優秀作を決める 
○ 全体総括 

パソコン持参 
経験学習報告会でのプレゼン資料の作成 

報告会 
【１２月１０日】 
  経験学習報告会・・詳細は後日示達 

 

 

【注意事項】 
① 最終日の報告会までに各種作業を完了させる必要
があり、進捗状 
 況によっては時間延⻑もあることから、期間中のア
ルバイト等の個 
 人予定は、可能な限り事前調整しておくこと。 
② 対応事象の終了ごとに振り返りを行い、反省・検
討を次回に活か 
 す習慣をつけること。 
③ 短期間に集中したプログラムであることから、健
康管理に努め、 
 やむを得ない事情がある場合を除いては、欠席しな
いこと。 
④ より良い「作品」を作るため、各人が考えて知恵
を出し、前向 
 きな議論を実施すること。 

 

   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A01 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 障害者との交流を通して、ソーシャルインクルージョンについての理解を深めることを目
的とする。 
【概要】 
本プログラムでは、障害者施設を定期的に訪問し、施設職員や利用者と交流を行うなかで利
用者の方々への理解を深め、学⽣ひとり一人がソーシャルインクルージョンの実現のために
できることを考え、企画し・実施する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は学習目標 DP の (1)自律性、(2)社会貢献性、(3)多様性理解、（4)問題発見・解決
力、(5)コミュニケーションスキル の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①障害者の方々との関りを通して、障害の有無をこえた人間の多様性を理解する 
②障害者の方々も含めてともにより良く⽣きる上での課題を説明することができる 
③自分たちにできることを考え、具体的な計画をたて、実践することができる 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 

現地活動記録（ｅポートフォリオ等）30% 
・現地での活動内容や感じたこと、考えたことを毎回記録する 
最終リフレクション（ｅポートフォリオ等）30% 
・グループと個人それぞれで活動を通じた成果を記録する 
最終プレゼン 40% 
  テーマ「障害のある人の安心した⽣活とそれを実現するために大学⽣としてできるこ
と」 
   ・活動において実施したことも含めて報告すること 

22.コメント 地域社会には⾊んな人が暮らしています。普段あまり出会うことがないであろう障害者や施
設の人々との交流は、学⽣のみなさんにとって必ず意義深いものになると思います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
【事前学修】 
オリエンテーション、基本的なマナーの習得 
授業概要、ルーブリックの説明 

 

第２回 
 
 学外活動を行う際のルールやマナーについて  
 

 

第 3 回 地域社会における障害者の⽣活と問題の理解① 
 自分たちがもっているイメージ 

 

第 4 回 
地域社会における障害者の⽣活と問題の理解② 
 社会で起きている問題に向き合う 

〇活動先の概要について調べてくる（90） 



 

第 5 回 
地域社会における障害者の⽣活と問題の理解③ 
 社会で起きている問題に向き合う 
 

〇障害者の就労と余暇活動の現状について調
べてくる（90） 

第 6 回 障害者の事業所、施設の実際 
活動先とのマッチング 

〇活動先の事業に関係する障害者の法制度に
ついて整理する（90） 

第 7 回 活動目標の設定 〇活動記録の作成（60） 
第 8 回 事前学習のふりかえり※事前学習レポートの提出 〇活動記録の作成（60） 
第 9 回 
第 10 回 
第 11 回 
第 12 回 

【現地活動前半】（8 月中旬〜9/上旬頃の間で調整予
定） 
各事業所において、利用者の方々とともに作業を体験
する（15 時間以上） 

活動記録の作成(60 分) 

第 13 回 
第 14 回 
第 15 回 

【期中学習①】 
尼崎キャンパスにて、活動状況の振り返り 
課題の抽出 
自分たちにできることを考えて、プロジェクトとして
プランを⽴てる 

◎ＬＣごとに自分たちにできることをまと
め、e ポートフォリオ等に記録（90） 

第 16 回 

【現地活動後半①】（9 月中旬から 10 月初旬頃の間で
調整予定） 
 事業所ごとに、自分たちが考えたプランについて担
当職員と相談し、可能なもの、より良いものに修正す
る。 
 

〇活動記録の作成（60） 

第 17 回 
第 18 回 
第 19 回 
 

【期中学修②】 
尼崎キャンパスにて 
各グループの最終プランの報告プレゼンテーションと
意見交換 
プランを実行するための準備 

 

第 20 回 【現地活動後半②】 
現地にて、プロジェクトの実施 

〇活動記録の作成(60 分) 

第 21 回 
第 22 回 

【事後学修】 
現地活動における学びを振返り、整理し、深める① 
現地活動における学びを振返り、整理し、深める② 
最終報告プレゼンテーション（個人） 
  グループごとに分かれて個人発表 
 

〇活動全体の振り返り（180 分） 

第 23 回 
第 24 回 
第 25 回 
第 26 回 

最終報告プレゼンテーションの準備 
最終報告プレゼンテーションの準備 
最終報告会プレゼンテーション（ゲスト：活動先担当
者） 
活動の総括  
  事後学修レポートの提出 

〇自己の振り返りを e ポートフォリオに記
録する（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A02 

2.科目名 
サービスラーニングＢ （炊き出しﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで
学ぶ社会的孤⽴） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 経験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

わが国の社会的な問題として、社会的孤⽴があげられます。困ったときに相談できない、相
談する相手がいないといったように、つながりが十分でない状況にある人がいます。とりわ
け、家族のつながりも失ったホームレス状態にある人は、路上⽣活を余儀なくされ、十分な
支援も受けられない状況が続いています。大阪市⻄成区のあいりん地域でフィールドワーク
を実施し、社会的孤⽴にどう⽴ち向かうのかを考えていきます。 
・文献を通して、ホームレス状態にある人の抱える問題とその背景について考えます。 
・大阪市⻄成区あいりん地域のフィールドワー 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業では、以下の学習目標を設定します。 
「わが国における社会的孤⽴問題の実態を理解し、大学⽣として貢献できる活動を提案す
る」 
①ホームレス状態にある人の実態について説明できる 
②ホームレス状態にある人が抱える問題について説明できる 
③ホームレス状態にある人への支援活動をとおして、社会問題に対する自己の気づきを記述
できる 
④ホームレス支援の現場で大学⽣が実践可能な活動を提案できる 
⑤ホームレス状態にある人への支援活動をふまえ、教育・福祉の専門的学習を進めるための
自己の課題を見出すことができる 
本授業は、学位授与方針（DP）の（2）社会的貢献性と（4）問題発見・解決力に関連して
います。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 適宜資料を配布します 

21.成績評価 

■事前学習レポート 30％・・・学習目標①②に対応 
・ホームレス状態にある人の実態および問題について整理する 
※1,600 字以上 
■ふりかえりシート（活動日報）：20％・・・学習目標③に対応 
・毎回の活動後に日報を提出する 
・ふりかえりシートの記入方法については別途指示する 
■事後学習レポート 40％・・・学習目標④⑤に対応 
事前学習レポート、ホームレス状態にある人への支援活動をふまえ、以下の点について論じ
ること 
①ホームレス状態にある人が安全・安心に地域⽣活するための課題は何か 
②ホームレス支援の現場で 

22.コメント 

・活動先は、大阪市⻄成区あいりん地域になります。コロナ感染症の影響により、活動地域
や日程は流動的になります。 
・活動時期は、おおむね 8 月から 9 月を予定しています。現地のフィールドワークにくわ
え、炊き出し支援団体の活動に参加します。 

23.オフィスアワー  



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション（授業の概要）  
 ・ホームレス状態にある人の実態を理解する 〇授業内容の整理（60） 

 
・活動地域におけるホームレス状態にある人の実態を
理解する 

〇授業内容の整理（60） 

 
・ホームレス状態にある人が抱える問題について議論
する① 

〇授業内容の整理（60） 

 
・ホームレス状態にある人が抱える問題について議論
する② 〇授業内容の整理（60） 

 ・活動先とのマッチング 〇事前学習レポートの執筆（120） 
 ・チームビルディング、活動目標の設定① 〇事前学習レポートの執筆（120） 
 ・チームビルディング、活動目標の設定② ★事前学習レポートの提出 
 ・現地活動① 〇活動日報（90） 
 ・現地活動② 〇活動日報（90） 
 ・現地活動③ 〇活動日報（90） 
 ・現地活動④ 〇活動日報（90） 

 ・現地活動のふりかえり 
・プレゼンテーション準備 

〇プレゼンテーション準備（120） 

 ・プレゼンテーション 
〇プレゼンのふりかえり（60） 
〇事後レポートの執筆（120） 

 ・ふりかえり ★事後レポートの提出 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A03 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上原昭三、中⻄一彦、三好徹明 

5.授業科目の区分 経験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

尼崎市内の⺠間団体が実施している子どもの居場所支援、とりわけ子どもの学習支援や子ど
も食堂に参画します。具体的には、以下のとおりです。 
・居場所に来る子どもと関わりをとおして、子ども・家庭の問題とその背景について考えて
いきます。。 
・居場所の運営に関わるあらゆる業務に携わることを通して、居場所を推進する団体の理念
や思想について考えます。 
・大学⽣として貢献できることを考え、提案し、実行します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP との関連：自律性、社会貢献性、問題発見解決力 
本授業では、以下の学習目標を設定します。 
・わが国における子どもの社会的な問題（貧困、虐待、ひとり親、非行、不登校、いじめな
ど）を理解することができる 
(1)居場所支援についての貢献活動を通して子どもの社会的な問題を客観的に説明すること
ができる。 
(2)子どもの社会的な問題と自身の専門分野/学問/事前学習から得られた知識とを関連させ
ることができる。 
(3)子どもの社会的な問題を自分事として捉え、解決に向けた意見を出すことができる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 
"・阿部彩（2011）『弱者の居場所がない社会-貧困・格差と社会的包摂』講談社現代新書 
・湯浅誠（2017）『「なんとかする」子どもの貧困』角川新書 
・朝山あつこ（2018）『ふつうの主婦が見つけたやる気のエンジンのかけ方』高陵社書店" 

21.成績評価 

"■事前学習レポート 20％×2 回・・・・主に目標（１）に対応 
①現代の子どもの社会的問題（貧困、虐待、ひとり親家庭、非行、不登校、いじめ）から 1
つ取り上げて、実態を整理すること 
②子どもの居場所の確保が必要となっている背景と、2000 年代以降の政策動向とを関連付
けて整理すること 
■ふりかえりシート（日報）：20％・・・主に目標（２）に対応 
毎回の活動後に日報を提出する 
■事後学習レポート 40％・・・主に目標（３）に対応 
事前学習レポート①・②、子どもの居場所支援での活動で得られた体験を踏まえ、以下の点 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
上原：⽕曜日昼休み 
中⻄：春学期木曜４限（研究室）、秋学期未定 
三好：月曜日 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション（授業の概要） 〇授業内容の整理（60） 
 ・学校現場で⽣じている子どもの問題①（いじめ） 〇授業内容の整理（60） 
 ・学校現場で⽣じている子どもの問題②（不登校） 〇授業内容の整理（60） 



 
・地域社会で⽣じている子どもの問題①（貧困、ひと
り親） 

〇授業内容の整理（60） 

 ・地域社会で⽣じている子どもの問題②（非行） 〇授業内容の整理（60） 

 ・子どもの居場所支援に関する学習 
〇授業内容の整理（60） 
〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・活動先とのマッチング 
★ミニレポート①の提出 6 月末 
〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・チームビルディング、活動目標の設定 
★ミニレポート②の提出 7 月末 
 

 ・現地活動① 〇活動日報（90） 
 ・現地活動② 〇活動日報（90） 
 ・現地活動③ 〇活動日報（90） 
 ・現地活動④ 〇活動日報（90） 
 ・プレゼンテーション準備 〇プレゼンテーション準備（120） 

 ・プレゼンテーション 〇プレゼンのふりかえり（60） 
〇事後レポートの執筆（120） 

 ・ふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A04 

2.科目名 
サービスラーニングＢ （地域連携と森林環
境保全） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 谷口一也 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 地域活性化や小学校教育に興味があり、宿泊を伴う活動に参加可能な者。また、前向きな姿
勢で意欲を持って参加できる者。 

17.授業の目的と概要 

地域活性化と開かれた小学校教育についての理解を深め、地域のために活動を行う。 
これらの活動を通して、地域の良さや課題の理解、児童理解を深め、教育実践を行っていく
ことにより、社会的貢献性や問題発見・解決力、さらにはコミュニケーション能力を身につ
けていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①都市部と農村地域の違いや地域課題について考えることができる。 
②小学校の教育活動に参加し、児童への理解を深める。 
③地域（児童、環境）に合った教材研究を行い、グループごとに授業を計画できる。 
④グループで協力して、授業実践ができる。 
⑤活動ごとにふりかえりを行い、その内容をまとめて発表し、その後の学修に活かすことが
できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
①事前学修のワークシート及び課題（30％） 
②地域活動の製作物及びレポート（40％） 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート（30％） 

22.コメント 
・地域活性化や小学校教育に関心のある方の履修を歓迎します。 
・事前・事後学修は尼崎キャンパスで行います。教育支援は、尼崎キャンパス周辺の学校、
丹波市への研修も検討しています。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

授業時に説
明 

１．事前学修(4 回) 
  ・サービスラーニングとは 
  ・尼崎、⻘垣、茨木の地域について 
  ・地域活性化の現状 
  ・都市部、農村地、山間地の課題 
  ・コミュニティースクール 
  ・学習支援の指導案の作成 
  ・模擬授業 
２．現地活動（計 4 日、8 回相当） 
①尼崎市が行う環境イベントへの参加とブースの運営 
②大阪市内の小学校が行う林間学校にスタッフとして
参加するとともに、⽣態系の授業を現地で行う。 
③他大学の学⽣との意見交換 
３．事後学修（5 回） 
  ・活動の振り返り 
  ・地域課題に対する解決策の提案 

①事前学修のワークシート及び課題 
②地域活動の製作物及びレポート 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A05 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 中尾繁樹 

5.授業科目の区分 体験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 
障害福祉や特別支援教育、地域活性化に興味があり、宿泊を伴う活動(年間 3 回)に参加可能
な者。また、前向きな姿勢で意欲を持って参加できる者。参加に関しては交通費、宿泊費等
の実費を伴う。受け入れ先の状況から 15 名程度を募集する。 

17.授業の目的と概要 

地域活性化と発達障害・精神疾患等についての理解を深めるのための活動を行う。 
農業を通しての活動支援や発達障害のキャンプ等の活動を通して、地域の中で活動する社会
福祉法人の良さや課題の理解、発達障害や精神疾患等の理解を深め、教育・福祉実践を行っ
ていくことにより、社会的貢献性や問題発見・解決力、さらにはコミュニケーション能力を
身につけていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律的で主体的な態度（自律性）
（2）社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（3）多様な文化やその背景を理解し受
け容れる能力（多様性理解）（4）問題発見・解決力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は 
①山口県社会福祉法人 EGF の地域活動に参加し、農業を通じて発達障害や精神疾患等の成
人に対しての支援や地域課題について考えることができる。 
②発達障害児のキャンプ活動に参加し、発達障害への理解を深める。 
③発達障害児に合ったキャンプ活動を企画し、グループごとに指導内容を計画できる。 
④活動ごとにふりかえりを行い、その内容をまとめて発表し、その後の学修に活かすことが
できる。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
①事前学修のワークシート及び課題（20％）学習目標①② 
②地域活動 i における実践（60％）①②③ 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート（20％）④ 

22.コメント 
・地域活性化や小学校教育に関心のある方の履修を歓迎します。 
・事前・事後学修は尼崎キャンパスで行います。教育支援は、丹波市⻘垣町を中心に、尼崎
キャンパス周辺の学校でも行う場合があります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

授業時に説
明 

１．事前学修(3 回) 
  ・サービスラーニングとは 
  ・萩市・益田市の地域について 
  ・地域福祉の現状 
  ・発達障害や精神疾患等の成人の課題 
  ・放課後児童デイサービス 
  ・キャンプ内容の計画 
２．現地活動（計 7 日 2 泊 3 日 1 回、1 泊 2 日 2 回 
10 回相当） 
①EGF のイベントに参加し、意見交換会を行う。 

①事前学修のワークシート及び課題 
②地域活動の製作物及びレポート 
③事後学修の発表スライド及び考察レポート 



 ・収穫祭への参加、通常の農業体験に参加、それぞ
れの機会に意見交換会を実施 
②・放課後児童デイ「タッチ」と連携した発達障害児
キャンプへの参加、実施 
③EGF 入所者との意見交換 
３．事後学修（3 回） 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
A06 

2.科目名 サービスラーニングＢ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田武大 

5.授業科目の区分 経験学習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 １年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
この授業では、障害のある子供やその保護者が抱える問題、放課後等デイサービスの役割を
理解し、これらの関係者・機関に対する貢献活動を提案することを目的としています。 
【概要】 
この授業では、障害のある子どもを対象とした放課後等児童デイサービスの現場を訪問し、
その子どもとや運営団体の職員との関わります。この活動を通して、障害のある子どもやそ
の家族が抱える問題について理解するとともに、大学⽣として放課後等デイサービスにどの
ようにかかわることが可能かを検討していきます。具体的には、以下のとおりです。 
・ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的貢献性、(3)多様性理解、(4)
問題発見・解決力、の学修に関連しています。 
本授業では、以下の学習目標を設定します。 
「わが国における障害のある子どもとその家族が抱える地域⽣活上の課題と、大学⽣として
の貢献活動を提案できる」 
?障害のある子どもとその保護者が抱える問題を説明できる 
?放課後等デイサービスの法体系とその役割を説明できる 
?放課後等デイサービスを利用する子どもとその保護者の安全・安心な地域⽣活を妨げる問
題を抽出できる 
?放課後等デイサービスの現場で大学⽣が実践可能なプログラムを提案できる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 
20.参考文献 適宜資料を配布します 

21.成績評価 

■事前学習ミニレポート 20％×2 回・・・学習目標?、?に対応 
①障害のある子どもとその保護者が抱える問題について 
②放課後等デイサービスの法体系とその役割について 
※各レポートとも 1,000 字以上 
■ふりかえりシート（日報）：20％・・・学習目標?に対応 
・毎回の活動後に日報を提出する 
・学習目標?に記した内容に関連する場面を抽出して記述する 
・ふりかえりシートの記入方法については別途指示する 
■事後学習レポート 40％・・・学習目標④に対応 
事前学習レポート①・②、放課後等デイサービスの活動で得られた 

22.コメント 活動先は、尼崎市内にある、ケアスタッフサービスが運営する放課後等デイサービス事業所
になります。コロナ感染症の影響により、活動日程は流動的になります。 

23.オフィスアワー 月曜 5 限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 ・オリエンテーション（授業の概要） 〇授業内容の整理（60） 
 ・障害のある子どもの実態を理解する 〇授業内容の整理（60） 



 ・障害のある子どもの保護者の実態について理解する 〇授業内容の整理（60） 

 ・放課後等デイサービス事業の法的根拠、サービス内
容、実態について理解する? 

〇授業内容の整理（60） 

 
・放課後等デイサービス事業の法的根拠、サービス内
容、実態について理解する? 

〇授業内容の整理（60） 

 ・活動先とのマッチング 〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・チームビルディング、活動目標の設定? ★ミニレポート①の提出 
〇ミニレポートの執筆（120） 

 ・チームビルディング、活動目標の設定? ★ミニレポート②の提出 
 ・現地活動① 〇活動日報（90） 
 ・現地活動② 〇活動日報（90） 
 ・現地活動③ 〇活動日報（90） 
 ・現地活動④ 〇活動日報（90） 
 ・プレゼンテーション準備 〇プレゼンテーション準備（120） 

 ・プレゼンテーション 〇プレゼンのふりかえり（60） 
〇事後レポートの執筆（120） 

 ・ふりかえり  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y01 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 神⼾⻑田地区共⽣社
会実現活動（１） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本晃輔、疋田浩一 

5.授業科目の区分 リベラルアーツ 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本サービスラーニングでは神⼾⻑田地区における共⽣に関わる実践に取り組む。⻑田区は、
神⼾市の拡大期に、インナーシティとなっていった区域である。阪神大震災で大きな被害を
受けた。その後の神⼾市による再開発も失敗し、今日に至る。地区には経済的な厳しさ、マ
イノリティ（貧困・外国人・ひとり親家庭）問題などが集積している。他方で、多様な市⺠
活動が行われている場所でもある。この⻑田区へのかかわりを通して、「共⽣」について考
え、深めることが目的である。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP のうち「社会的貢献性」と強く関連しています。マイノリティといっても多様な問題領
域があります。そうした問題があるだけでなく、社会的問題の解決に熱心に取り組む方々が
たくさんいます。サービスラーニングを通じて、社会的貢献性を深め、多様な能力を伸ばす
ことが本授業の目的です。 

19.教科書・教材 随時配布します 
20.参考文献 随時配布します 

21.成績評価 
活動記録 30% 
振り返りレポート 30% 
プレゼンテーション 40% 

22.コメント 
マイノリティを軸として不平等、⽣活困窮、外国人、ひとり親家庭、不登校などをキーワー
ドに、積極的に社会へとコミットできる人と活動していきたいと思います。 

23.オフィスアワー 木曜お昼のセンターオフィスアワーで具体的な内容を皆で検討しています。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 オリエンテーション 
活動の確認、諸注意 

ワークシート 

第 2 回〜第
3 回 

皆の活動について考えるワークショップ ワークシート 

第 4 回〜第
13 回 

現地での活動 日報 

第 14 回〜第
15 回 まとめと振り返り ワークシート 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y02 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 兵庫県庁ドリーム・
カフェの魅力づくり 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久、真鍋公希、八木寛之 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 全学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

原則、毎週木曜日５時間目に行うが、「評
価と実践」の授業がない週は、１時限繰り
上げ４時間目に実施する。 
夏学期については、状況により授業時間を
調整する。 
内容としては、ドリームカフェ（兵庫県庁
２号館）へのフィールドワークや、教室で
のグループワークなどを基本とする。 

16.履修制限 10 名程度での活動を想定していが、可能な限り受け入れたいと思っています。 

17.授業の目的と概要 

ドリームカフェは、兵庫県健康福祉部障害福祉局・ユニバーサル推進課障害者就労支援班と
社会福祉法人円勝会 ・ドリーム甲子園が協力し、障害者の自⽴と社会参加を目的とした事
業として運営 
しています 
。 
そして、このサービスラーニングでは、このドリームカフェについて下記の３つのテーマを
中心に地域連携協力を軸とした取り組みを行います。 
１．学⽣自身の障害者に対する理解や協力意識を深める 
２．多くの方々に障害者が働くカフェの存在を知ってもらう 
３．若者目線によるカフェの在り方や改善点などを提案 
また可能であれば（新 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

上記に示した通り、このサービスラーニングでは３つのテーマを通して、社会における様々
な⽴場の人に対する理解と協力を体験的に学ぶことを目標としています。 
また SDGs の取り組みとして「３．すべての人に健康と福祉を」、「１０．人や国の不平等を
なくそう」、「１１．住み続けられるまちづくり」を対象としています。 
DP との関連においては、下記について広く関連したものとして位置づけています。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
(4) 問題発見・解決力 
(5) コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 適宜、各種資料等を配布する。 
20.参考文献 適宜、紹介していく。 

21.成績評価 

下記３項目を主な評価対象とします。 
１．授業や活動への積極的な取り組み・・・30% 
２．事前・事後の自主的な学習や準備など・・・40% 
３．成果発表・成果物について・・・30% 
またそれぞれについて、個人・グループとしての取り組みや協調性なども交え、総合的に評
します。 



 

22.コメント この授業は受け身ではなく、自ら積極的に活動に参加するとともに、様々なアイデアを出し
てくれることを期待しています。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
 ・内容および学習目標などの説明。 
 ・ドリームカフェとのこれまでの取り組みについて
紹介。フィールドワークおよび教室授業の実施予定な
ど。 
 

 

第２〜７回 

【フィールドワークと現状把握・課題発見】 
 ・この期間に複数回、ドリームカフェへのフィール
ドワークを行う。 
 ・現状の把握、およびテーマに沿った形で課題や改
善点等を話し合う。 
 ・カフェ運営の方をお招きするなどし、直接様々な
要望や質疑応答なども行い、今期取り組むべき方向
性、到達目標を確定していく。 

事前学習：ドリームカフェについて、自分な
りの様々な理解、意見等を常に考える。 
事後学習：毎回の授業で得られた情報や話し
合った内容など自分自身でまとめる。 

第８〜１３
回 

【成果に向けての取り組み】 
・個人およびグループにより、目標に向けた具体的な
取り組みを行う。 
・様々なアイデアや企画を出し、最終目標を確定。 
・目標に向けて、個人およびグループで準備をすすめ
る。 
期間中、随時ドリームカフェの方と連絡を取り合うな
ど情報共有に努める。 

事前学習：目標に向けて、それぞれで様々な
準備を進めておく。 
事後学習：新たな問題や課題など、できる限
り次回までに解決できるよう取り組む。 

第１４〜１
５回 

【成果発表】 
・目標に向けて取り組んだ成果を発表する。 
・成果発表は単一でなく、例えばカフェのデザインや
広報誌の発行、ミニコンサート開催など複数の取り組
みができればと考えている。 
 

事前学習：万全の準備で成果発表に臨む。 
事後学習：発表後のふりかえりをしっかりと
行う。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y03 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 山手 C 近辺地域活性
化（１）宇治川商店街 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬、永井純一、渡辺卓也 

5.授業科目の区分 
コミュニティスタディ 
（基礎教育科目） 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 全学共通 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 

16.履修制限 

・15 名程度を予定しています。希望者が多い場合は志望理由を元に選考をおこないます。 
・5 月 22 日（日）の音楽フェス「{COMING KOBE,https://comingkobe.com/}」でのボラ
ンティア活動や、夏休み中に商店街の縁日やその準備のための登校があります（日時は決ま
り次第できるだけ早く伝えますが、現時点では未定）。これらに参加できない場合、成績評
価の面で不利になります。それは困るという人は、あらかじめ履修を避けてださい。 
・教室で授業する時は木曜３限におこないます。春学期の木曜３限にすでに 

17.授業の目的と概要 

神⼾山手キャンパスの近くにある宇治川商店街では、今年の夏、新しい企画として①「縁
日」の開催、②秋の音楽祭を PR するための TikTok 動画の作成を考えています。これに全
面協力するプログラムです。 
6 月ごろより、昨年度のサービスラーニングでの気付きを引き継ぐ形で、宇治川商店街を何
度か訪れ、人々からのお話を聞いたり、また文献による研究をおこなったりして、この商店
街が抱える課題を明確にしていきます。その上で課題解決を意識した縁日の企画や動画作成
を進めていきます。 
また、遡って５月には、地域活性化事業の一つの例を知 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の１「自律的で主体的な態度
（自律性）」、２「社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）」の学修に関連していま
す。 
① 地域活性化の意義や現場の困難について、具体的に理解し説明することができる。 
② 調査の準備（文献調査や発表、インタビュー計画作成）を自律的に進めることができ
る。 
③ ボランティアとしての活動や、縁日の企画、動画作成などに主体的に参画することがで
きる。 
④ 活動の全容を、わかりやすいウェブコンテンツとしてまとめ、発信することができる。 
 

19.教科書・教材 

・{昨年度のサービスラーニングで作成したウェブサイト,https://kei-
nam.com/s̲learning/} 
・木下⻫『地方創⽣のリアル』（{Web 連載記事,https://toyokeizai.net/category/chihou-
real}）。抜粋した記事を印刷して配布します） 
・その他の教材や資料も、授業進行に合わせて配布していきます。 
 

20.参考文献  

21.成績評価 

１．{COMING KOBE,https://comingkobe.com/}の参加報告（ｅポートフォリオ）［学習目
標③］ 成績の 20％ 
２．商店街での調査結果のまとめや発表［学習目標①、②］ 成績の 20％ 
３．縁日や動画作成への貢献やその報告（ｅポートフォリオ）［学習目標③］ 成績の 30％ 
４．ウェブコンテンツ作成［学習目標①、④］ 成績の 30％ 
 

22.コメント  



23.オフィスアワー 
⽕曜３限（学修支援センター）／金曜４限（個人研究室） 
（科目代表者：行木） 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回〜第
３回 
【COMING 
KOBE 編】 

第１〜２回： 
・音楽フェス「{COMING 
KOBE,https://comingkobe.com/}」にボランティア
登録します。 
・仕事の説明会への参加をもって第１〜２回に代えま
す。 
第３回： 
・5 月 22 日のカミング神⼾（もしくは 21 日の会場
設営）へのボランティア参加をもって代えます。 
 

復習：COMING KOBE で自分がどんな仕事
をしたか、そこでどんな経験や気付きがあっ
たかを、ｅポートフォリオの記事として投稿
してください（成績評価の材料になります） 

第４回〜第
５回 
【事前学習
編】 
 

・授業ガイダンス。 
・{昨年度のサービスラーニングで作成したウェブサ
イト,https://kei-nam.com/s̲learning/}をみんなで読
み、事前学習を兼ねた問題意識の引継ぎをする 
 

予習：昨年のウェブサイトはよく読んできて
ください。 

第６回〜第
12 回 
【現地調査
＋文献研究
編】 
 

・宇治川商店街を何度か訪れ、人々からお話を聞くこ
とで、宇治川商店街が抱える課題を考えていきます。 
・平行して、木下⻫『地方創⽣のリアル』（{Web 連
載記事,https://toyokeizai.net/category/chihou-
real}）を皆で読んでいきます。他の地域における活
性化事業と比較する形で宇治川商店街が抱える課題を
明確化します。 
 

予習：文献講読では、自分の発表レジメを作
成するのはもちろん、他の人が発表する記事
もあらかじめ読んでから授業に参加してくだ
さい。 

第 12 回〜夏
休み 
【縁日と
TikTok 編】 

・宇治川商店街が抱える課題を明確にした上で、少し
でもその解消に向かうような縁日の企画や TikTok 動
画の内容を考えます。 
・それに基づき、縁日の準備や動画の撮影・編集をし
ていきます。 
・縁日当日、商店街の出すお店の手伝いと同時に、自
分たちの企画も実施します。 
 

復習：縁日の後、ふりかえりをｅポートフォ
リオに投稿します。 

夏休み 
【コンテン
ツ作成編】 

・宇治川商店街の現地調査やそこで考えた商店街の課
題、その解消を意識した縁日の企画や動画の作成、こ
れらをまとめたウェブサイトを作成します。 
・全体を振り返る座談会をおこないます。これも文字
起こしをしてウェブサイトに載せます。 
・夏休みも作業は続きます。多くは各人自宅での作業
になりますが、時々は Zoom で打ち合わせをするか
もしれません。 
・サービスラーニングの発表会があります。この授業
ではスケジュール的にコンテンツ作成編の途中での発
表となります。ウェブサイトの試作版、簡略版を発表
する予定です。 
・取材に協 

予習：自分の分担の作業は自宅でも進めてく
ださい。 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y04 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 企業と連携して WS
開催 (1) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史、清水美知子、友枝敏雄 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 対面 : 大学 or エアグラウンド(武庫之荘) 
16.履修制限 今年度は 5 人を想定しています。 

17.授業の目的と概要 

[メインテーマ] 地域と教育現場との連携・協働の模索 
[内容]  (株)エアグラウンドと連携して、とある高校の総合的な探究の授業の教材を作成し
ます。 
総合的な探求授業の流れは 
1. 最新ロボット情報を知る 
2. 働くロボット動画教材 
3.アームロボット操作体験 
となっています。 
今回は 2.をメインに実施し、高校⽣が地域の中小企業で使われるロボットの活躍の動画の作
成ができるようになる教材を企業と連携しながら作成します。 
時間があれば、アームロボットのプログラミング教材も作成します。 
秋学期に探究の 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

[学習目標] 
(a) 地域の高校⽣が地域の中小企業の取材することおよびロボットの動画作成することがど
のように中小企業にとって意義があることなのか、ないのことなのかについて自分の意見を
持つことができる 
(b) 地域(特に中小企業)と高校⽣が触れ合うことが高校⽣にとってどのような意義があるの
かについて自分の意見を持つことができる 
(c) 地域と教育現場を繋ぐことは必要なのかどうかを自分の意見を持つことができる 
[DP との関係] 
学修目標はプロジェクトの完遂よりも、プロジェクトの中でどのような意見を持つかに重点
を置いている。 
肯定的な意見、否定的な意見のどちらを持ってもらってもいいです。 
(a)-(c)は以下の DP と関連している。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
(4) 問題発見・解決力 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
25% : リフレクションシート 
75% : 活動報告書 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
週 1 での打ち合わせおよび議論 
定期的に企業および高校との打ち合わせ 

 



高校での実施は後期の⽕曜日の 2 限であるが、実施
は企業と参加できる人に実施してもらうため、任意の
参加とする。 
後期の授業に間に合わせるために進捗状況次第では夏
学期に集中的に実施することもあり得る。 
土曜日に街歩きをするが任意である。 
尼崎の中小企業の取材および Amaportal への記事投
稿や市役所と連携してフューチャーデザインワークシ
ョップの開催は可能な限り参加して欲しい。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y05 

2.科目名 サービスラーニングＢ WS 開催 (1) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 南畑淳史 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 社会学部、心理学部、教育学部 9.履修学年 1-4 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実
施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 
対面(月 2 回程度) 
Zoom での勉強会(月 4 回程度 全員の都合
を合わせると夜中になる可能性が高いと思
います。) 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(活動時間は相談) 

16.履修制限 [テーマ A] 3 名 
[テーマ B] 10 名 

17.授業の目的と概要 

科目名は文字数の関係で適当につけられています。 
そのため、内容は全然違います。注意してください。 
テーマ A で３名前後、テーマ B で 10 名前後を募集します。 
[テーマ A] ワークショップを通じた地域貢献 (3 名前後) 
注意 : 土曜日にワークショップを実施する可能性が高いです。１年間を通して実施します。
そのため、秋・冬も取ってください。 
------------------------------------------------------------------------------------ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

[テーマ A] 
a) オンラインで他地域と繋ぐという事は何に役に⽴つのかについて自分の意見を持つ 
b) ワークショップを通じて地域で求められていることは何なのかについて自分の意見を持
つ 
[テーマ B] 
a) プログラミングワークショップはこの地域で求められているのか体験を通して自分の意
見を持つ 
b) 誰のためにプログラミングワークショップを開くべきなのか、どこの場所でプログラミ
ングワークショップを開くべきなのかの自分の意見を持つ 
[DP との関係] 
上記の(a),(b)は(1)-(4)に関係している 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
(4) 問題発見・解決力。 

19.教科書・教材 [テーマ B] Scratch で楽しむプログラミングの教科書,北村 愛実  (著), 犬伏 雅士 (監
修),SB クリエイティブ 

20.参考文献 [テーマ B] スクラッチプログラミング事例大全集, 松下孝太郎  (著), 山本光  (著),技術評



論社 
21.成績評価 活動報告書 : 100% 
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

春・夏の活
動概要 

[テーマ A] 
明星大学との Zoom での会議(週 1 回程度) 
対面 : ワークショップの開催に応じて実施 
ワークショップの開催 : 土曜日 
[テーマ B] 
対面授業(月 2 回程度)の役割 : ワークショップ実施
に関して何をしなければいけないのかを議論し、行動
するために実施する 
Zoom での勉強会(月 4 回程度)の役割 : scratch のプ
ログラミング能力を向上させ、ワークショップの教材
作成ができるだけの知識を手に入れる 
[共通のサブテーマ] 
地域での活動(要相談)の役割 : ワークショップを通
じて、知識を 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y06 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 丹波・市島地区 地
域住⺠による協働活動 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本敏幸、章志華、中嶌康二 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜夏
学期 

8.履修可能な専攻 全学部対象 9.履修学年 2 年⽣以上 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

●リサーチ入門あるいは同等の科目（社会
調査論）が履修済みであること。 
●グローバルな学びに関連する科目、コミ
ュニケーション基礎科目が履修済みである
と学びが倍増します。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義形式と実習演習を組み合わせたハンズ
オン・ヘッズオン形式 
プラス 
学外でのフィールドワーク（主に週末で学
期中に数回実施する） 

16.履修制限 
人数が多い場合は履修制限をします。 
10−20 名程度。 
履修希望者が多い場合は面接で選考します。 

17.授業の目的と概要 

サービスラーニングでの学びを大学から離れた遠隔地での学びと結びつけた授業です。 
日本人の学⽣だけではなく、本学で学ぶ留学⽣たちにも利益が⽣まれるようにグローカルな
サービスラーニングでの経験学習を意識してプログラムを企画してみました。 
本授業のテーマは、「田舎と都会が相互依存する未来社会の実現」です。 
本授業は、年間を通して、2 部構成でおこないます。どちらも 2 単位です。 
（１）春学期・夏学期の部 
兵庫県丹波市市島地区の有機野菜の栽培から販売までを 40 年以上行なっている NPO「いち
じま丹波太郎」、奥丹地区 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(1)学習目標 
以下の 3 点が必須学習目標です。 
①地域/社会問題の発見：活動を通して地域/社会の問題を説明できる 
 SDGs の概念・視点から、地域の未来への持続可能性について、経済・社会・環境の領域
で、今そこに行きている人たちの営みのウェルネスを叶えるために解決・克服しなければな
らない課題を、大学⽣と地域住⺠が協働で考えていきます。そこでは、本学のミッション：
３C の実践による経験学習を通して、未来社会を⽣きるフューチャースキルを慣用していき
ます。 
②知識との関連：地域/社会の問題と自身の専門分野/学問/事前学習から得られた知識とを
関連させることができる 
 本科目では、特に、大学⽣と地域住⺠の間のコミュニケーションを通した信頼関係の構築
と継続を大切に考えていきます。大学で学んだウェルネスに溢れた未来社会についての知
識・経験を地域住⺠のリーダーたちと共有し、協働で理想の未来社会実現に向けて「自分ご
と」として考えていきます。 
③市⺠としての行動：地域/社会の問題を自分事として捉え、解決に向けた意見を提案でき
る 
 未来社会を共に⽣きる人たちと協働で、自分たちが将来住みたくなるような未来社会の創
造のために解決しなければならない課題について協働で考え、実現に向けての解決策につい
ていっしょに考えていくマインドセットを養っていきます。つまり、異なる世代が一つのチ
ームとなって、よりよい未来社会のために問題発見・問題解決をしていく姿勢を身につけて



いきます。 
※参照：KUIS 学修ベンチマーク̲DP2 社会的貢献性、DP4 問題発見・解決力 
    AAC＆U「Civic Engagement VALUE Rubric 
【フィールドワーク参加について】 
 フィールドワークでは地域の営みについて体験学習の一環で⽣活に関わる作業体験も計画
しています。例えば、稲作体験、畑作業、獣害設備設置作業、菅の刈り入れ作業、菅の植え
付け作業などです。こうした作業を地域の人たちといっしょにすることで、心の境界線がな
くなり本音でのコミュニケーションができるようになります。 
 作業着や作業靴等は多少負担になりますが、自己責任でお願いします。 
汚れてもいいような服装、靴を準備してフィールドワークに参加してください。 
 フィールドワークは授業中の扱いとなりますので、怪我や事故については「学⽣教育研究
災害傷害保険（学研災）」の適用を受けます。 
 また、賠償責任事故については「学研災付帯賠償責任保険（学研賠）」により保険の適用
を受けます。 
 但し、授業担当者の方で、あらかじめ「（教-22 号）学外教育活動の実施について（申
請）」を提出しておきます。 

19.教科書・教材 随時、資料を WebClass で配布する。 
20.参考文献 授業の進行に合わせて、紹介していく。 

21.成績評価 

教室内の学び、フィールドワークでの活動を通した経験学習を含むので、授業態度、活動へ
の取り組みの姿勢、地域の人たちとの協働活動の姿勢等と合わせて総合的に評価する。 
◯事前学習時 ーー 30％ 
◯期中学習・チーム活動・取り組みの姿勢 ＆ フィールドワーク ーー 40％ 
◯事後学習 （チームプレゼン、活動報告資料、ポスター、報告書等） ーー 30％ 
◆別軸での評価としての目安 
個人レベルでの学びの成⻑  −−50％ 
チームワーク・チーム貢献  −−50％ 

22.コメント 
【重要】 
・事前・事後学習、ならびに学内、学外に向けた活動報告会参加することが単位取得の必須
条件となる。 

23.オフィスアワー 

【時間】金曜日２時限目及び昼休み （春学期） 
【時間】⽕曜日２時限目及び昼休み （秋学期） 
【場所】神⼾山手キャンパス１号館２F 学習支援センター 
＊他キャンパス受講⽣は Zoom で対応（事前に連絡のこと） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
プログラム概要、学習目標などについて説明 
チーム分け、チームビルディング、チームワーク等 
活動地域、人々、営みについて 
授業運営にあたってのハウスルール 

PC,パッド、スマホを持参すること 

第 2・３・４
回 

【事前学習】 
チームベースのアクティブラーニング 
 ・SDGs 概念 
 ・ウェルネスとは？ 
 ・ディスラプティブ・イノベーション 
 ・田舎と都会が相互依存する未来社会の創造 
チーム間での学びの共有 
フィールドワーク（１）（現地調査） 

PC,パッド、スマホを持参すること  
チーム活動の記録資料 

第 5・６・ 【期中学習１】 PC,パッド、スマホを持参すること  



７・８・９
回 

チームベースのアクティブラーニング 
 ・フィールドワークによる現地調査の分析 
 ・ディスカッション 
 ・クリティカルシンキング 
 ・分析結果のまとめ 
チーム間での学びの共有 
 ・フィールドワーク（２）（ステークホルダーへの
ヒアリング）準備 
 ・ヒアリングでの調査項目の洗い出し 
 ・フィールドワークシミュレーション 
 ・ヒアリング調査項目の精査 
フィールドワーク（２）（ヒアリングによる現地調
査） 

チーム活動の記録資料 

第 10・11・
12・13・回 

【期中学習２】 
チームベースのアクティブラーニング 
 ・フィールドワーク（２）ヒアリング調査の分析 
 ・ディスカッション 
 ・クリティカルシンキング（SWOT 分析） 
 ・分析結果のまとめ 
 ・チーム間での学びの共有 
  
・フィールドワーク（３）（未来社会に向けての課題
点のあぶり出し調査）準備 
 ・課題案の提案 
 ・フィールドワークシミュレーション 
 ・課題案の精査 
 ・課題の合意形成から解決策策定のためのディスカ
ッションの進め方について段取りーー＞シミュレーシ
ョン 
フィールドワーク（３）（未来社会に向け 

PC,パッド、スマホを持参すること  
チーム活動の記録資料 

第 14・15 回 

【事後学習】 
チームごとに活動成果のまとめ 
学びの共有： 
ピッチプレゼン・プレゼン動画作成・ポスター・報告
書作成 
学びのふりかえり 
本授業での学びからその先へ 
註：発表の場にはお世話になった地域のステークホル
ダーの方々も招待しましょう。 
【大事】 
サービスラーニング参加学⽣の学びを可視化する取り
組みとして、以下 2 点に取り組みます。 
(1)本授業の質向上のために、webclass の各コース内
で、学⽣アンケートを活動の事前・事後でおこないま
す 
(2)e ポートフォリオの活用 
事後学習期間を利用して、 

PC,パッド、スマホを持参すること  
チーム活動の記録資料 
チーム成果物、すべてをチーム共有フォルダ
に提出すること 

   



   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y09 

2.科目名 
サービスラーニングＢ BBS 活動を通して
（エキスパート） 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 髙橋浩樹、横川滋章、神垣一規 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 心理学科 9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 
「サービスラーニング A BBS 活動を通し
て学ぶ地域の更⽣保護」を既に履修したも
の 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  

16.履修制限 

定員は５名程度とする。 
東灘区 BBS 会，保護司会，更⽣保護女性会，保護観察所などの外部の協力機関と連携して
活動していくことを十分理解し，積極的に意見を述べたりしてもらうことが必要になる。ま
た，日程はこれから定めていくが，土日での活動が多くなることから，これらの活動に参加
可能な学⽣とする。希望理由及び面談などによる選考がある。サービスラーニング A 履修者
への助言や，サービスラーニング全体の企画等も行う。 
少なくとも，５月１７日１８：３０からのオリエンテーションと５月〇日のキックオフミー
ティングに参加できるこ 

17.授業の目的と概要 

＜授業の目的＞ 
BBS 活動への参加を通じて，地域の明るい社会づくりがどのように行われているのか理解す
る。 
＜授業の概要＞  
非行少年は減少傾向にあるが，再非行に及ぶ少年たちは一定数いる。少年たちが再非行に及
ばないようにするためには，地域社会での支援が非常に重要になる。こうした活動は更⽣保
護と呼ばれる分野の一部であり，保護観察所や保護司会，そして地域の BBS（Big Brothers 
and Sisters）会が中心となって担っている。 
 この授業では，これらの機関と連携して，非行少年の社会復帰，安心・安全 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学修目標は DP（ディプロマ・ポリシー）のうち「社会貢献性」「多様性理
解」「コミュニケーションスキル」の学修と関連する。 
①更⽣保護の概要を理解し，具体的にどのような活動が行われているのか説明できる。 
②活動に対して意欲的に取り組み，自分の知識や経験を⽣かして，積極的に意見を述べるこ
とができる。 
③地域には様々な問題や悩みを抱えている人が住んでいるということを理解することができ
る。 
④活動を通して自分なりに気付いたことをまとめて発表できる。 

19.教科書・教材 指定なし。 
必要があれば資料を配布する。 

20.参考文献 必要があればその都度紹介する。 

21.成績評価 

①毎回の活動で学んだことに関するレポート（４０％）課題①〜⑥ 
（学修目標①，③に対応） 
②更⽣保護関係のイベント等において，周囲と協力し，自分なりの意見を発表する（４
０％）課題⑦ 
（学習目標②，④に対応） 
③授業全体に関するレポートを e-ポートフォリオに投稿する（２０％）課題⑧ 
（学習目標①，②，③，④に対応） 

22.コメント 先方の都合等により，実施内容が予定していたものから変更になる可能性がある。 



既に遠隔で実施する予定のプログラムと対面を予定しているプログラムがある。コロナ感染
状況によって，対面予定のものも遠隔になる可能性がある。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：月曜昼（神垣） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
１回目 
（５月１７
日） 

オリエンテーション 
（１８：３０〜本学で実施） 

キックオフミーティングに備えて自分なりに
更⽣保護について調べる。 

２回目 
 

キックオフミーティング① 
BBS，保護司会，更⽣保護女性会についての説明  

３回目 キックオフミーティング② 
各関係者との打ち合わせ。 

課題①：キックオフミーティングを終えた感
想レポート 

４回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施）  
５回目 不登校支援について BBS 会からの講演（遠隔実施） 課題②：不登校支援についての感想レポート 
６回目 子ども食堂に関する説明  
７回目 子ども食堂活動への参加 課題③：子ども食堂に関するレポート 

８回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

９回目 保護司さんへのインタビュー調査 
保護司さんとの連絡調整とインタビューの実
施 

１０回目 保護司さんへのインタビュー調査のまとめ インタビュー結果の取りまとめ 
１１回目 保護司さんへのインタビュー調査を基にした発表準備 発表のための資料作り 

１２回目 更⽣支援イベントに向けた準備 
なにをどのように発表するか計画する。イベ
ントの準備を手伝う。 

１３回目 更⽣支援イベントに向けた準備 
何をどのように発表するのか，協力して考
え，準備する。 

１４回目 
（１２月） 更⽣支援イベントへの参加と発表（遠隔実施） 

課題④：自分たちの意見についてイベント内
で発表する。 

１５回目 まとめと振り返り 課題⑤：全体の感想や学んだことを e-ポー
トフォリオへ投稿する。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL103-
Y71 

2.科目名 
サービスラーニングＢ 地域の要望に応える
企画・運営 連携協力 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 岡本久、真鍋公希、八木寛之 

5.授業科目の区分 サービスラーニング 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 全学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

夏学期は楽器後半の時期、ある程度集中し
た形で授業を実施。 
秋学期は原則、毎週木曜日５時間目に行う
が、「評価と実践」の授業がない週は、１
時限繰り上げ４時間目に実施する。 
イベント開催は１０月下旬から１１月初旬
ごろとなる予定で、この時期の土日は本番
やリハーサルのために出校日となる。 

16.履修制限 10 名程度での活動を想定していが、可能な限り受け入れたいと思っています。 

17.授業の目的と概要 

 神⼾市⽴相楽園は、兵庫県を代表する日本庭園です。この庭園には美しい庭園はもちろ
ん、明治から大正時代に建築された建物（厩舎）や洋館（旧ハッサム住宅）などがあり、そ
の多くが国指定の重要文化財に指定されています。 
 毎年秋、この相楽園では兵庫県下最大規模の「菊花展」が行われ、それに関連して様々な
イベントが開催されています。 
 これまで本学においても合併前の神⼾山手短大／大学の時代から１５年以上にわたり、コ
ンサートや演劇やダンスなど、様々なイベントを行ってきました。 
 また昨年度はサービスラーニングとして、この 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

上記に示した通り、このサービスラーニングでは４つのテーマを通して、体系的・体験的学
習および地域社会への貢献を目標としています。 
また SDGs の取り組みとして「３．すべての人に健康と福祉を」、「１１．住み続けられるま
ちづくり」を対象としています。 
DP との関連においては、下記について広く関連したものとして位置づけています。 
(1) 自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
(4) 問題発見・解決力 
(5) コミュニケーションスキル 
 

19.教科書・教材 適宜、各種資料等を配布する。 
20.参考文献 適宜、紹介していく。 

21.成績評価 

下記３項目を主な評価対象とします。 
１．授業に対する学習意欲や積極的な取り組み・・・30% 
２．自主的・自発的な学習への取り組み、準備など・・・40% 
３．自身の担った役割の取り組み結果、事後のふりかえり・・・30% 
またそれぞれについて、個人・グループとしての取り組みや協調性なども交え、総合的に評
します。 
 

22.コメント 
【★参加形態について】 
この授業は、音楽イベントにおける「スタッフ」としての参加を通じて様々なことを体験的



に学ぶことを目的としていますが、下記のように様々な形態での参加も可能です。 
・スタッフ（音響・写真記録等） 
・出演者（演奏、ボーカルなど） 
・出演者（ダンスやパフォーマンスなど、それぞれの個人の持ち味を活かしたもの） 
・MC（司会進行等） 
・その他（各種アイデア、希望などあれば） 
この授業は受け身ではなく、自ら積極的に活動に参加するとともに、それぞれの様々な持ち
味を活かしてもらえる場にしたいと考えています。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木曜日・昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

【オリエンテーション】 
 ・内容および学習目標などの説明。 
 ・相楽園でのこれまでの様々なイベント等にについ
て紹介。フィールドワークおよび教室授業の実施予定
など。 
 

 

夏学期・後
半時期 
第２〜５回
相当 

【フィールドワーク、運営の基本的学習】 
 ・この期間に相楽園へのフィールドワークを行う。 
 ・現地の把握、および様々な企画内容の理解ととも
に、各履修⽣からも様々なアイデアを募り開催内容を
具体的に考えていく。 
 ・イベント企画のしかたをはじめ、音響システムな
どの基本的な学習なども行う。 

事前・事後学習：毎回の授業で得られた知識
や技術を忘れないよう繰り返し学習に努め、
知りたいことなどあれば積極的に質問するな
どしてください。 

秋学期・前
半期 
第６〜９回 

【イベントに向けての取り組み】 
 ・企画を実現するために、プログラム、タイムテー
ブル、音響ブロック図、セッティング図などの資料を
まとめ方を学習する。 
 ・音響機材などの具体的設営、扱い方などを学習す
る。 
 ・スタッフとしての役割やチームとしての連携の仕
方などを学習す る。 
 ・出演予定者や MC 担当者については、各自自主
的に練習を行う。 
 ・トラブル対応などイベント開催における様々な
「危機管理」等の対策についても学習する。 

事前・事後学習：毎回の授業で得られた知識
や技術を忘れないよう繰り返し学習に努め、
知りたいことなどあれば積極的に質問するな
どしてください。 
 

本番日に合
わせ変則的
（土日など
含む） 
第１０〜１
５回 

【リハ・本番・ふりかえり】 
・学内でバーチャルイベント（１週間前の土曜日な
ど） 
・学内でのリハーサル（本番日前日の土曜日） 
・本番（日曜日） 
・その後、振り返り、記録整理、成果発表会準備など 
 

自身の役割をしっかりと果たせるよう、準備
万端を心がけ、本番に臨むようにしてくださ
い。 
また本番後のふりかえりは何よりも大切なも
のなので、最後までしっかりと取り組んでく
ださい。 

   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL104-
A01 

2.科目名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浜野孝 

5.授業科目の区分 基盤教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学部⽣が対象 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
高校(英語、公⺠、福祉) 小
学校一種 中学(英語、社会) 
幼稚園一種 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 
【目的】 
この科目は、社会に能動的に参加するため、ボランティア活動の基礎的理解と理念及びボラ
ンティアの現状や課題について理解を深めることを目的とします。 
【概要】 
具体的には、現在は地域社会の時代といわれ、市⺠のボランティア活動の役割が期待されて
いる中、人間の尊厳と価値について十分な理解を持った人間の育成を目指します。活動の分
野も福祉に限らず国際協力、環境保護等多岐にわたっており、住⺠参加が不可欠であり、教
養的な理解にとどまらず、ボランティア活動への契機になることを目指し、携わる際に有用
な学修となりま 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(2)社会的貢献性(3)多様性理解の学修に関
連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次のとおりです。 
①ボランティアの理念や目的を理解し、ボランティア活動をはじめるにあたっての基本的な
ことや活動の基本的マナーを身につけ、身近な場所で困っている人を手助けすることができ
る。 
②社会の中で問題になっていることや不平等を⽣みだす背景を理解し、原因を見極めること
ができる。（SDGs‥各国内および各国間の不平等を是正する） 
③自分とは異なる価値観や考え方を持つ人々への背景を理解し、根拠のある意見を示し解決
するために行動することができる。 
④言語的・非言語的な表現を活用して、考えを相手にわかりやすく伝えることができる。 
⑤自分の果たすべき役割や責任を考えながら、社会に貢献できるように行動することができ
る。 
 

19.教科書・教材 基礎から学ぶ ボランティアの理論と実際 監修＝大阪ボランティア協会 発行＝中央法規
出版 

20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 

 
評価・評定については、下記①②の項目が提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方
法で提出されることが基本となり、③④と合わせて総合的に行います。 
①課題シート（第 3,11 回）     ……   20 点（2 回×10 点）  【学習目標②に対応】 
②選択課題・ふり返りシート（第 4,13 回）10 点（各 1 回×5 点） 【学習目標③④に対応】 
③中間テスト（第 8 回）     ……     20 点                   【学習目標①に
対応】 
④総括試験（第 15 回）     ……       50 点 



22.コメント 
相手の⽴場に⽴って主体的に行動するため、授業の中ではグループワークを重視し、ボラン
ティア活動の参加の契機になることを期待します。 
 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応を行う。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

 
・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法、受講上の留意点等） 
・ボランティア論を学ぶにあたっての概要の説明を行
う。 
・ボランティアとは、ボランティアの魅力についての
説明を行う。 
 

復習…今回の復習 
     授業ノートの作成 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 2 回】 

講義「ボランティアの概念と目的」 教科書 P2〜
19、プリント 
・ボランティアの概念と目的及び現状と課題について
学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
              授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 3 回】 

講義「ボランティア活動の歴史」 教科書 P20〜
34、プリント 
・海外のボランティア活動の歴史、日本のボランティ
ア活動の歴史を学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シート①の作成 
復習…今回の復習 
       授業ノートの整理 
予習…ボランティア活動の種      類
について調べる 

【第 4 回】 

講義「ボランティア活動の内容」 プリント 
・ボランティア活動の内容を領域別・対象別・方法別
について学ぶ。 
・ボランティア活動を支える行財政制度を学ぶ。 
・ボランティア活動をめぐる課題を学ぶ。 
「選択方式課題シートは授業中に配布」 

提出物…課題シート① 
宿題…選択課題の作成 
復習…今回の復習 
           授業ノートの整理 
予習…災害時における活動        
について調べる 

【第 5 回】 

講義「阪神・淡路大震災から災害時のボランティア活
動を考える」 
・阪神・淡路大震災発⽣から 20 数年経過している
が、再度、防災ボランティア活動の重要性を認識し、
災害の被災者支援活動について理解する。 
 

提出物…選択課題 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…次回の授業時までに 
    「受援力」の資料を印刷 
    し,内容を確認しておく 

【第 6 回】 

講義「災害ボランティア活動」 プリント 
・災害時のボランティア活動及び「受援力」について
学ぶ。 
・参考資料 http://www.bousai-
vol.go.jp/juenryoku/ 
 

「受援力」資料を持参 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…求められるボランティアは 

【第 7 回】 

グループワーク① プリント 
・テーマ「求められるボランティアとは」 
・グループ討議のルールを理解する。 
 

復習…グループワークの振り  
   返り 
予習…今回までのまとめ 
 

【第 8 回】 
中間テスト…これまで学んだ内容について確認する。 
・ボランティアの概念、現状・課題、歴史のまとめを

復習…中間の再確認 
     授業ノートの整理 



行う。 予習…教科書を読んでおく 

【第 9 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動①」 教科書 p36
〜58 プリント 
・高齢者の現状と高齢者に対するボランティア活動に
ついて学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
              授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 10 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動②」 教科書
P80〜97 プリント 
・障がい者・児の現状及びそれぞれの対象者に対する
ボランティア活動について学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 11 回】 

講義「福祉問題とボランティア活動③」 教科書
P59〜79 プリント 
・子どもの現状と子どもに対するボランティア活動に
ついて学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シート②の作成 
復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 12 回】 

講義「NPO と NGO のボランティア活動」 教科書
P119〜137 プリント 
・NPO と NGO の違い、相互関係及び活動内容につ
いて学ぶ。 
「ボランティア活動をはじめるにあたっての基本的な
ことの理解」 
 

提出物…課題シート② 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…ボランティア活動の意義 

【第 13 回】 

グループワーク② プリント 
・テーマ「学⽣時代にボランティア活動をする意義」 
・グループワークから気づきを学ぶ。 
「ふり返りシートは授業中に配布」 

宿題…ふり返りシートの作成 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…全体のふり返り 

【第 14 回】 
講義「ボランティア論のまとめ」 プリント 
・ボランティア論の基礎的なことの理解を深める。 
・これまでの学びのまとめを行う 

提出物…ふり返りシート 
復習…今回までの内容・課  
      題の整理 
    授業ノートの整理 

【第 15 回】 総括試験 復習…総括試験の復習 
     授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL105-
Y01 

2.科目名 サービスラーニングⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子、片山真理 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科、 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
The purpose of this class is to do service learning in the local community. After learning 
the basic philosophy of service learning, students work as helpers supporting in NPO and 
other organizations. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Through the experience of working as helpers off campus, students are given the chance 
to think about  the reasons why people join volunteer works, which lead them to 
understand the benefits of participating in volunteer works and understand the 
differences between volunteer works and service learning.  
DP: 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）集団や社会のために他者とともに行動
し、貢献することができます。 
(3) 多様な文化や背景を理解し受け入れる能力（多様性理解） 
世界に住まう人々の文化や社会が多様であることに理解を深め、世界市⺠として行動できま
す。 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
Activities 40%  (including planning and preparation) 
Diary 30%        (including e-portfolio) 
Reflective report 30%  (evaluated by Report rubric) 

22.コメント 
This class is open to all students. As this class is conducted in English, students are 
expected to speak in English 

23.オフィスアワー 越山：⽕曜日 3 時間目（研究室）、木曜日 4 時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【１】 

Guidance  
Explanation of the programs and objectives. 
Checking schedule 
 

 

【2】 
Churches in Kobe 
(Christianity(Catholic, Protestant), Others)  

【３】 

Group Discussion: Volunteer 
ʻMy volunteer experience.ʼ  
ʻWhy do people join volunteer works?  ̓
Benefits and Problems 
 

 

【4】 
What is Service learning 
Examples of service learning programs  
 

 

【５】 Introduction of service learnng project.  



Grouping   
 

【６】 
Background study  
  

【７】 Background study ②  

【８】 
Schedule arrangement: decide the date to observe 
Manners 
 

 

【９】 

Exchanging information : reflect your activities or 
performance 
Plan and prepare for the next work 
 

 

【10】 

Exchanging information : reflect your activities or 
performance 
Plan and prepare for the next work 
 

 

【12】 

Exchanging information : reflect your activities or 
performance 
Plan and prepare for the next work 
 

 

【13】 

Exchanging information : reflect your activities or 
performance 
Plan and prepare for the next work 
 

 

【14-28】 

Volunteer activities 
Group meeting (prepartion. action and reflection) 
Diary and Reports 
 

 

【29】 

Volunteer activities 
Group meeting (prepartion. action and reflection) 
Diary and Reports 
 

 

【30】 

Preparation for final report.   
Present at the Meeting of Service Learning in the 
end of the semester. 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL105-
Y02 

2.科目名 
サービスラーニングⅠ ボーイスカウト活動
を通して 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 共通教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学部・全学科 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 

前向きな姿勢で意欲を持って参加できる者に限ります。野外活動やレクリエーションの好き
な学⽣に向いています。舎営や野営（テント泊）にも参加できる学⽣が望ましいです。10
名程度を予定しています。 
※ビーバー隊・カブ隊の活動はスカウト活動の経験がなくても大丈夫です。ボーイ隊の活動
は経験者が望ましいです。ボーイスカウトには女子スカウトもいますので、女性のリーダー
補助も大歓迎です。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
事前学修において学修目標およびスカウト教育の理念とシステムを理解した上で、ボーイス
カウトのいずれかの隊の活動（月 2 回程度）に参画し、活動プログラムの企画・⽴案・実施
を体験します。子供の心身の発達や、それを取り巻く地域の社会的背景を学び、⻘少年教育
のための地域活動に自律的・主体的に関わることにより、子供達やリーダー・保護者とコミ
ュニケーションを取りながら、活動プログラムをマネジメントし、社会に能動的に貢献でき
る能力を身につけます。 
【概要】 
ボーイスカウト活動は、1907 年にイギリスで始まった、 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の DP2「社会に能動的に貢献する
姿勢」の学修に関連しています。 
① 地域における経験的学習を通した⻘少年の教育活動の重要性について理解し説明でき
る。 
② ボーイスカウトの活動理念やシステムについて理解し説明できる。 
③ ボーイスカウト活動に自律的・主体的に参画することができる。 
④ ボーイスカウト活動に関する情報発信あるいはスカウト向けのゲームなどの計画を⽴案
できる。 
⑤ 活動ごとに振り返りを行い、その内容をまとめて発表し、その後の学修に活かす計画を
⽴てることができる。 

19.教科書・教材 資料は適宜配布または紹介します。 

20.参考文献 
{ボーイスカウト日本連盟,https://www.scout.or.jp} 
{ボーイスカウト⻄宮第 11 団,https://nishinomiya11.com} 

21.成績評価 

課題 1：事前学修 小レポート① 10％ [学習目標①に対応]  
課題 2：事前学修 小レポート② 10％ [学習目標②に対応]  
課題 3：現地学修 活動振り返りワークシート（日報） 10％ [学習目標③に対応]  
課題 4：中間振り返りワークシート  10％ [学習目標⑤に対応] 
課題 5: ボーイスカウト活動に関する情報発信あるいはスカウト向けゲームの計画⽴案 20％ 
[学習目標④に対応] 
課題 6：活動全体のまとめと発表スライド・ポスターの作成・発表 40％ [学習目標⑤に対
応] 

22.コメント 
活動の内容やスケジュールは現時点での予定であり、具体的な活動内容やスケジュールはボ
ーイスカウト⻄宮第 11 団および参加学⽣と調整の上で決定します。 



ボーイスカウト⻄宮第 11 団では、担当教員の田中栄治が休日にボランティアでリーダーを
しています。 
ボーイスカウト活動に年間 8 回以上参画することで、（公財）兵庫県⻘少年本部から「社会
貢献活動認定証」が交付される制度があります。 
{社会貢献活動認定証,https://seishonen.or.jp/honbu/?page̲id=6030#toc1} 

23.オフィスアワー 
木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【事前学
修】 

事前学修（5 月、3 回） 
・サービスラーニングとは 
・地域における経験的学習を通した⻘少年の教育活動
の重要性 
課題 1：小レポート①「経験的学習を通した⻘少年の
教育活動の重要性」 
・ボーイスカウトの活動理念とシステム 
・⻄宮第 11 団のボーイスカウト活動について 
課題 2：小レポート②「ボーイスカウトの活動理念と
システムについて」 
・現地活動をする上での注意点について 

予習：事前に資料を読んで事前学修のイメー
ジをつかんでください。 
復習：事前学修の振り返りを行い、小レポー
ト①②にまとめてください。 

【現地活動 
春夏】 

現地活動 
活動場所：主に⻄宮市甲東地区周辺、甲山、六甲山な
ど 
活動曜日：主に日曜日 
活動内容：リーダーのサポート 
主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
【ビーバー隊】年⻑-小学 2 年 
 5 月：野外料理、ビーバー工作 
 6 月：ロングハイク、ビーバー陶芸教室 
 7 月：ビーバー釣り大会、虫取り・川遊び 
 8 月：夏期舎営、夏期行事報告会 
 9 月：上進式・ミニハイク、体験ハイク 
【カブ隊】小学 2 年-小学 5 年 
 5 月：阪神さくら地区カブ集会、飯盒炊爨 
 6 月：カヌー・ハイキング、社会見学 
 7 月：神社清 

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 

【中間振り
返り】 
【秋学期の
計画】 

中間振り返り・秋学期の計画（8 月・9 月、2 回） 
・春学期の現地活動振り返り 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 4：中間振り返りワークシート 
・秋学期の活動計画 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 5: ボーイスカウト活動に関する情報発信あるい
はスカウト向けゲームの計画⽴案 

予習：春学期の現地活動について写真や資料
の整理をしておいてください。 
復習：春学期の現地活動の振り返りを行い、
夏学期の活動計画を⽴ててください。 

【現地活動 
秋冬】 

現地活動 
活動場所：主に⻄宮市甲東地区周辺、甲山、六甲山な
ど 
活動曜日：主に日曜日 
活動内容：リーダーのサポート 

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 



主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
【ビーバー隊】年⻑-小学 2 年 
10 月：工作＆ミニハイク、秋の七草ハイク 
11 月：バザー、甲山森林公園探索ハイク 
12 月：もちつき、募金＆クリスマス会 
  1 月：新春ハイク＆焼きいも大会、たこあげ 
  2 月：ビーバースケート、ミニハイク 
【カブ隊】小学 2 年-小学 5 年 
10 月：神社清掃・基礎訓練、ポイントハイク 
11 月：バザー、ハイキング 
12 

【事後学
修】 

事後学修（2 月、2 回） 
・全体の現地活動振り返り 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 6: 活動全体のまとめと発表スライド・ポスター
の作成・発表 

予習：全体の現地活動について写真や資料の
整理をしておいてください。 
復習：全体の現地活動の振り返りを行い、発
表スライドとポスターを作成してください。 

【報告会】 

12 月に学内において予定されているサービスラーニ
ング報告会には必ず参加し、発表と質疑応答を行って
ください。（課題 6 の中間まとめを発表してくださ
い。） 

時間外学習：授業時間外にも参加者で相談し
ながら発表準備を進めてください 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL105-
Y03 

2.科目名 
サービスラーニングⅠ 商業施設を軸とした
学園都市の活性化 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 基盤教育 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 制限なし 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件 特になし 11.先修条件 特になし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 最大 15 名程度。選考を行う。 

17.授業の目的と概要 

本サービスラーニングは、地域に根ざした商業施設が地域社会の活性化にどのように携わる
ことができるのかを学ぶ。 
主な内容は以下の通りである。 
①業界のプロによる経営学・マーケティング論の講義 
②テナントの実態調査 
③近隣のショッピングセンターの調査 
④SNS による魅力発信 
⑤イベント運営 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP1（自律性）、DP2（社会的貢献性）、DP4（問題発見・解決力）、
DP6（専門的知識・技能の活用力）と関連しています。 
①主体的な態度を身につける。 
②社会に貢献できるようになる。 
③課題解決のための提案ができるようになる。 
④ビジネスマナーを身につける。 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 授業の際に指示する 

21.成績評価 

①日報 20％ 
②イベントへの参加 20％ 
③SNS での発信 20％ 
④講義への主体的な取り組みとふりかえりレポート 20％ 
⑤最終報告書 20％ 

22.コメント 
経営者の方々と携わることになる。基本的なビジネスマナーや積極性が求められる。 
イベント時には一般のお客様への対応も発⽣する。社会人としてのマナーが求められる。 
学⽣ならではの柔軟な発想が期待されていることに留意すること。 

23.オフィスアワー 研究室オフィスアワー：木 3 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
オリエンテーション 
SNS での発信についての打ち合わせ 

スケジュールの確認 
SNS での発信方法について考えておくこと 

第 2〜4 回 
5 月下旬 

・事前学習 
・経営の専門家による講義① 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 5〜7 回 
6 月 

・事前学習 
・経営の専門家による講義② 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 8 回 SNS によるキャンペーン情報の発信 ふりかえり 
第 9 回〜第
11 回 

・イベントに関する事前学習 
・イベント運営：縁日 

タイムテーブルの確認 
日誌に記録 



7 月 ・ふりかえり 
第 12 回〜第
13 回 

・イベントに関する事前学修 
・イベントに関する情報発信 

タイムテーブルの確認 

第 14 回〜第
15 回 
10 月 

・イベント運営：ハロウィーン 
・イベントに関する事後学習 日誌に記録 

第 16 回〜第
18 回 

・事前学習 
・経営の専門家による講義③ 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 19 回 SNS による情報発信 ふりかえり 

第 20 回〜第
22 回 

・事前学習 
・経営の専門家による講義④ 
・事後学習 

学んだことのふりかえり 

第 23〜第 24
回 

・イベントに関する事前学修 
・イベントに関する情報発信 

タイムテーブルの確認 

第 25 回〜第
26 回 
1 月末 

・イベント運営：節分祭 
・イベントに関する事後学習 

日誌に記録 

第 27〜第 28
回 

・全体のふりかえりと事後学習 
・報告書作成 報告書作成 

その他 上記期間中、不定期で調査活動を行う  
 以上合計 90 時間以上  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL203-
Y01 

2.科目名 サービスラーニングⅡ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 越山泰子 

5.授業科目の区分 
日本語教育分野におけ
る実務経験のある教員
による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 ２年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 担当者の許可がある場合のみ 

17.授業の目的と概要 

このクラスでは、日本語を外国語として教える知識や教え方について学び、地域で日本語を
学ぶ外国人の日本語学習支援を行う。授業や活動を通して、異文化への理解や地域社会への
貢献についての学びを深める。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

サービスラーニングを実施するにあたり、教室で学んだ学問的な知識・技能を社会活動の中
で最大限に活かすことができる。それらの実践を通して様々な文化の人たちと交流すること
によって文化的・言語的多様性を理解し、また他のメンバーと協力し合いながら行動するこ
とによって、新たな学びへの気づきにつなげていくことができる。  
DP: 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
集団や社会のために他者とともに行動し、貢献することができます。 
(4) 問題発見・解決力 
根拠にもとづいて、問題を発見したり解決のアイデアを構想したりする思考力や判断力を身
につけ、問題を解決することができます。 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献  

21.成績評価 

活動記録日誌 40% 
中間発表 10% 
最終報告 20% 
最終レポート 20% 
受け入れ先評価 10%  
詳細、評価基準は授業で説明 

22.コメント  
23.オフィスアワー ⽕曜日 3 時間目（研究室）、木曜日 4 時間目（学習支援センター） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

事前学習 
第１回〜第
６回 

オリエンテーション（サービスラーニングの目的、理
解など） 
日本国内の日本語支援事情 
サービスラーニング実践先について、マナー講習 
日本語支援活動の方法① 
日本語支援活動の方法② 
実際の活動の準備 

 

活動 地域の日本語教室や大学内での日本語支援 活動記録日誌 
中間レポート 

期中の活動
報告と振り

活動の反省、課題の確認、目標の設定 
必要であれば、ステークホルダーとの調整 

 



返り 

事後学習 
４コマ 

活動のまとめ 
 発表の準備 
 最終レポートの準備 
 ステークホルダーからの評価、コメント 
 事後アンケート 
以上合計９０時間 

最終レポート 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SVL203-
Y02 

2.科目名 
サービスラーニングⅡ 茅葺⺠家の保全・活
用の活動を通して 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 田中栄治 

5.授業科目の区分 共通教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期〜冬
学期 

8.履修可能な専攻 全学部・全学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 前向きな姿勢で意欲を持って参加できる者に限ります。 
10 名程度を予定しています。 

17.授業の目的と概要 

【目的】 
このプログラムでは、茅葺き⺠家の保全・活用の活動を通して、歴史文化遺産を取り巻く地
域の社会的背景を学び、歴史文化遺産の保全・活用に関する地域活動に自律的・主体的に関
わることにより、参加者や地域の方々、行政とコミュニケーションを取りながら、社会に能
動的に貢献できる能力を身につけます。  
【概要】 
近年、SDGs の目標 11「住み続けられるまちづくり」において、持続可能な居住地の形成
および文化遺産・自然遺産の保護・保全が指摘され、また歴史文化遺産を活用した観光も注
目を集めています。神⼾市北区には多 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本プログラムの学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の DP2「社会に能動的に貢献する
姿勢」の学修に関連しています。 
① SDGs にもとづいて歴史文化遺産の保全・活用の重要性について理解し説明できる。 
② 神⼾市北区の「茅葺きを中心としたまちづくり」の目的と内容について理解し説明でき
る。 
③ 歴史文化遺産の保全・活用に関する地域活動に自律的・主体的に参画することができ
る。 
④ 歴史文化遺産の保全・活用に関する情報発信あるいはイベントなどの計画を⽴案でき
る。 
⑤ 活動ごとに振り返りを行い、その内容をまとめて発表し、その後の学修に活かす計画を
⽴てることができる。 

19.教科書・教材 資料は適宜配布または紹介します。 

20.参考文献 

『よみがえった茅葺きの家』 いるか設計集団編、建築ジャーナル発行 
{NPO 法人 神⼾茅葺きネットワーク,https://ja-jp.facebook.com/NPO 法人-神⼾茅葺きネ
ットワーク-1391615234246189/} 
{神⼾かやぶき古⺠家倶楽部,https://www.kobe-kayabuki.city.kobe.lg.jp} 
{茅葺きを中心としたまちづく
り,https://www.city.kobe.lg.jp/f96104/kuyakusho/kitaku/kekaku/kayamac 

21.成績評価 

課題 1：事前学修 小レポート① 10％ [学習目標①に対応]  
課題 2：事前学修 小レポート② 10％ [学習目標②に対応]  
課題 3：現地学修 活動振り返りワークシート（日報） 10％ [学習目標③に対応]  
課題 4：中間振り返りワークシート  10％ [学習目標⑤に対応] 
課題 5: 歴史文化遺産の保全・活用に関する情報発信あるいはイベントなどの計画⽴案 20％ 
[学習目標④に対応] 
課題 6：活動全体のまとめと発表スライド・ポスターの作成・発表 40％ [学習目標⑤に対
応] 

22.コメント 活動の内容やスケジュールは現時点での予定であり、具体的な活動内容やスケジュールは



NPO 法人 神⼾茅葺きネットワークおよび参加学⽣と調整の上で決定します。 

23.オフィスアワー 木曜日昼休み（個人研究室） 
木曜日Ⅲ限目（学修支援センター） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【事前学
修】 

事前学修（5 月、3 回） 
・サービスラーニングとは 
・SDGs 目標 11 について 
・歴史文化遺産の保全・活用について 
課題 1：小レポート①「歴史文化遺産の保全・活用の
重要性」 
・茅葺きの材料・構法について 
・神⼾市北区の「茅葺きを中心としたまちづくり」に
ついて 
課題 2：小レポート②「茅葺きを中心としたまちづく
りについて」 
・現地活動をする上での注意点について 

予習：事前に資料を読んで事前学修のイメー
ジをつかんでください。 
復習：事前学修の振り返りを行い、小レポー
ト①②にまとめてください。 

【現地活動 
春夏】 

現地活動 
主な活動場所：神⼾市北区道場（神⼾電鉄 道場南口
駅）周辺 
主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
5 月・6 月・7 月：茅場の育成点検と草刈り 
6 月：かやぶき茶話会 運営サポート 
※履修者で調整して参加する活動を決めます。 
課題 3-1：春学期 活動振り返りワークシート（日
報）① 

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 

【中間振り
返り】 
【秋学期の
計画】 

中間振り返り・秋学期の計画（8 月・9 月、2 回） 
・春学期の現地活動振り返り 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 4：中間振り返りワークシート 
・秋学期の活動計画 
・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 5: 歴史文化遺産の保全・活用に関する情報発信
あるいはイベントなどの計画⽴案 

予習：春学期の現地活動について写真や資料
の整理をしておいてください。 
復習：春学期の現地活動の振り返りを行い、
秋学期の活動計画を⽴ててください。 

【現地活動 
秋冬】 

現地活動 
主な活動場所：神⼾市北区道場（神⼾電鉄 道場南口
駅）周辺 
主な活動（過去の実績、変更となる場合があります） 
10 月：茅場の育成点検と草刈り、茅葺き材料を用い
た工作イベント 運営サポート 
11 月：「茅葺き屋根とふれあう月間」コンサート等イ
ベント 運営サポート 
2 月：茅場の草刈り・刈取り・⽕入れ 
1 月・2 月・3 月：かやぶき茶話会 運営サポート 
※履修者で調整して参加する活動を決めます。 
課題 3-2：秋学期 活動振り返りワークシート（日
報）② 

予習：事前に資料を読んで現地活動のイメー
ジをつかんでください。 
復習：活動ごとに振り返りを行い、活動振り
返りワークシート（日報）にまとめてくださ
い。 

【事後学
修】 

事後学修（2 月、2 回） 
・全体の現地活動振り返り 

予習：全体の現地活動について写真や資料の
整理をしておいてください。 



・参加者のグループワークによる意見交換 
課題 6: 活動全体のまとめと発表スライド・ポスター
の作成・発表 

復習：全体の現地活動の振り返りを行い、秋
発表スライドとポスターを作成してくださ
い。 

【報告会】 

12 月に学内において予定されているサービスラーニ
ング報告会には必ず参加し、発表と質疑応答を行って
ください。（課題 6 の中間まとめを発表してくださ
い。） 

時間外学習：授業時間外にも参加者で相談し
ながら発表準備を進めてください。 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK101-
A01 

2.科目名 社会福祉概論Ⅰ (1/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 基幹科目 6.必修・ 
選択の区分 

こども
学：選択 
福祉学：
必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
社会福祉士受験資格 保育
士 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

現代社会における福祉のありようを理解するために、私たちの今日的課題について分野横断
的に概観していきます。具体的には「ケア」「貧困と格差」「ジェンダーギャップ」「コミュ
ニティ」を取り上げます。資料から見えてくる構造やメカニズムを実際の事例にあてはめる
ことで、より具体的な理解につなげていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、多様性理解、問題発見・解決力の学修に関連
しています。 
①現代社会における⽣活課題・福祉課題を根拠をもとに説明することができる。 
②地域社会における多様な課題とその背景について具体的な事例を用いて説明することがで
きる。 
③誰一人取り残さない社会のために何が必要なのかを分野横断的に説明することができる。 

19.教科書・教材 教科書の購入は不要です。 

20.参考文献 
武川正吾、森川美絵、井口高志、菊地英明編著（2020）「よくわかる福祉社会学」ミネルヴ
ァ書房 

21.成績評価 
全て webclass に提出 
■小課題：15%×4 回（学習目標①②） 
■学びのまとめのレポート：40％×1 回（学習目標①②③） 

22.コメント 資料の掲示や課題の提出は全て webclass を使います。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【1 回目】 
4/12 

オリエンテーション 
・福祉とは何か 

【今回の復習】 
・シラバスとノートを用いて、科目の内容を
再確認しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【2 回目】 
4/19 

リスク社会① 
・リスク社会とは何か 
・伝統的なリスクと新しい社会的リスク 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【3 回目】 
4/26 

リスク社会② 
・具体的事例を通してリスク社会を福祉的観点で考え
る 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 



【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【4 回目】 
5 月 10 日 

ケア① 
・ケアとは何か 
・ケアの実態について統計資料から概要をつかむ 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【5 回目】 
5/17 

ケア② 
・障がい、合理的配慮、自助・自⽴、自己決定につい
て考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【6 回目】 
5/24 

ケア③ 
・具体的事例を通してケアのあり方を福祉的観点で考
える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題① 

【7 回目】 
5/31 

貧困と格差① 
・貧困とは何か 
・貧困と格差の実態について統計資料から概要をつか
む 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【8 回目】 
6/7 

貧困と格差② 
・社会的排除、女性・子供の貧困、貧困の再⽣産につ
いて考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【9 回目】 
6/14 

貧困と格差③ 
・具体的事例を通して貧困と格差を福祉的観点で考え
る 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題② 

【10 回目】 
6/21 

ジェンダーギャップ① 
・ジェンダーとは何か 
・ジェンダーギャップの実態について統計資料から概
要をつかむ 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 



 ・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【11 回目】 
6/28 

ジェンダーギャップ② 
・アンペイドワーク、ジェンダーバイアス、セクシュ
アリティについて考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【12 回目】 
7/5 

ジェンダーギャップ③ 
・具体的事例を通してジェンダーギャップを福祉的観
点で考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題③ 

【13 回目】 
7/12 

コミュニティ① 
・コミュニティとは何か 
・コミュニティの実態について統計資料から概要をつ
かむ 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【14 回目】 
7/19 

コミュニティ② 
・まちづくり、社会的包摂について考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【15 回目】 
7/26 

コミュニティ③ 
・具体的事例を通して誰一人取り残さないコミュニテ
ィを福祉的観点で考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【提出物】 
・小課題④ 
・学びのまとめのレポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK101-
A02 

2.科目名 社会福祉概論Ⅰ (2/2) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 基幹科目 6.必修・ 
選択の区分 

こども
学：選択 
福祉学：
必修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 １年〜 

10.取得資格の要件 
社会福祉士受験資格 保育
士 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

現代社会における福祉のありようを理解するために、私たちの今日的課題について分野横断
的に概観していきます。具体的には「ケア」「貧困と格差」「ジェンダーギャップ」「コミュ
ニティ」を取り上げます。資料から見えてくる構造やメカニズムを実際の事例にあてはめる
ことで、より具体的な理解につなげていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、多様性理解、問題発見・解決力の学修に関連
しています。 
①現代社会における⽣活課題・福祉課題を根拠をもとに説明することができる。 
②地域社会における多様な課題とその背景について具体的な事例を用いて説明することがで
きる。 
③誰一人取り残さない社会のために何が必要なのかを分野横断的に説明することができる。 

19.教科書・教材 教科書の購入は不要です。 

20.参考文献 
武川正吾、森川美絵、井口高志、菊地英明編著（2020）「よくわかる福祉社会学」ミネルヴ
ァ書房 

21.成績評価 
全て webclass に提出 
■小課題：15%×4 回（学習目標①②） 
■学びのまとめのレポート：40％×1 回（学習目標①②③） 

22.コメント 資料の掲示や課題の提出は全て webclass を使います。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【1 回目】 
4/12 

オリエンテーション 
・福祉とは何か 

【今回の復習】 
・シラバスとノートを用いて、科目の内容を
再確認しておく。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【2 回目】 
4/19 

リスク社会① 
・リスク社会とは何か 
・伝統的なリスクと新しい社会的リスク 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【3 回目】 
4/26 

リスク社会② 
・具体的事例を通してリスク社会を福祉的観点で考え
る 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 



【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【4 回目】 
5 月 10 日 

ケア① 
・ケアとは何か 
・ケアの実態について統計資料から概要をつかむ 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【5 回目】 
5/17 

ケア② 
・障がい、合理的配慮、自助・自⽴、自己決定につい
て考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【6 回目】 
5/24 

ケア③ 
・具体的事例を通してケアのあり方を福祉的観点で考
える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題① 

【7 回目】 
5/31 

貧困と格差① 
・貧困とは何か 
・貧困と格差の実態について統計資料から概要をつか
む 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 

【8 回目】 
6/7 

貧困と格差② 
・社会的排除、女性・子供の貧困、貧困の再⽣産につ
いて考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【9 回目】 
6/14 

貧困と格差③ 
・具体的事例を通して貧困と格差を福祉的観点で考え
る 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題② 

【10 回目】 
6/21 

ジェンダーギャップ① 
・ジェンダーとは何か 
・ジェンダーギャップの実態について統計資料から概
要をつかむ 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 



 ・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【11 回目】 
6/28 

ジェンダーギャップ② 
・アンペイドワーク、ジェンダーバイアス、セクシュ
アリティについて考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【12 回目】 
7/5 

ジェンダーギャップ③ 
・具体的事例を通してジェンダーギャップを福祉的観
点で考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【次回までの提出物】 
・小課題③ 

【13 回目】 
7/12 

コミュニティ① 
・コミュニティとは何か 
・コミュニティの実態について統計資料から概要をつ
かむ 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【14 回目】 
7/19 

コミュニティ② 
・まちづくり、社会的包摂について考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
 

【15 回目】 
7/26 

コミュニティ③ 
・具体的事例を通して誰一人取り残さないコミュニテ
ィを福祉的観点で考える 
 

【今回の復習】 
・今回の学びのまとめをノートに整理してお
く。（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードをもとに調べ学習をしておく。
（90 分） 
【提出物】 
・小課題④ 
・学びのまとめのレポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK102-
A01 

2.科目名 障害者福祉論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 春木裕美 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必須 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 1 年〜 

10.取得資格の要件 高校（福祉）社会福祉士受
験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

障害の概念や特性、障害者の⽣活実態、障害福祉関連の施策を理解するとともに、障害者の
権利に基づいた援助の知識を学ぶ。講義形式を主とするがグループワークを通じて意見交換
を行い、自分の意見だけでなく客観的な見方ができるようになること目指す。さらに、ICT
を活用し、授業内で示す課題に応じて、ノートパソコン等のツールを用いて主体的に学び、
実践に役⽴てる方法を獲得していく。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の目的をを達成するために、以下の学習目標を設定する。 
①障害の概念と特性を踏まえ、障害者とその家族の⽣活とこれを取り巻く社会環境について
理解する。 
②障害者福祉の歴史と障害観の変遷、制度の発展過程について理解する。 
③障害者に対する法制度と支援の仕組みについて理解する。 
④障害による⽣活課題を踏まえ、社会福祉専門職としての適切な支援のあり方を理解する。 
本科目は DP（ディプロマ・ポリシー）の(1)自律性、(3)多様性理解に関連している。 

19.教科書・教材 
日本ソーシャルワーク教育学校連盟編（2021）「最新 社会福祉士養成講座精神保健福祉士養
成講座 8  障害者福祉」中央法規 

20.参考文献 
二本柳覚 編（2016）『これならわかる〈スッキリ図解〉障害者差別解消法』翔泳社 
二本柳覚 編（2018）『これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法』第 2 版，翔泳
社 

21.成績評価 

①ワークシート（12 回分）=60％：学習目標①②③ 
②期末レポート=30%：学習目標④ 
「障害のある人たちの尊厳と権利を守るための援助とは」1600 字以上 
③ふりかえりシート=10% 

22.コメント ・資料の配布や成果物の提出は webclass を使います。 
・毎回ノートパソコンを持ってきてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 

障害の概念と構造的な理解：教科書 pp16-24 
■個人ワーク：「障害とは？」ワークシート① 
・医学モデルと社会モデルを理解する 
・国際障害分類（ICIDH）から国際⽣活機能分類
（ICF）を学ぶ。 
・障害の定義を学ぶ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと 
【提出】 
ワークシート① 

第２回 

1.障害者福祉の理念：教科書 pp25-47 
・差別や偏見と障害者観、優性思想と障害者について
学ぶ 
・ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョ

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート② 



ンを学ぶ。 
2.障害者の⽣活実態：教科書 pp86-93 
・障害者数、地域移行、居住、就学、就労などの概要
を知る。 
■個人ワーク：「障害者の芸術、スポーツについて調
べる」ワークシート② 

第３回 

障害者福祉制度の歴史①：教科書 pp50-67 
・障害者処遇の変遷を学ぶ 
・障害者福祉制度と展開過程を学ぶ 
■個人ワーク：戦争と障害者の動画を観て、気づいた
ことを書く。ワークシート③ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート③ 

第４回 

障害者福祉制度の歴史②：教科書 pp68-83 
・当事者運動を理解する 
・障害者権利条約の経緯と障害者基本法の変遷を学
ぶ。 
●グループワーク：自⽴⽣活運動の動画を観て、気づ
いたことをグループで話し合い、まとめる。ワークシ
ート④ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート④ 

第５回 

身体障害の理解と支援：教科書 pp4-8、pp117-121 
・身体障害の特徴を理解する 
・身体障害者の⽣活を知る 
・身体障害者福祉法を学ぶ 
■個人ワーク：ワークシート⑤ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート⑤ 

第６回 

知的障害の理解と支援：教科書 pp8-9、pp122-126  
・知的障害の特徴を理解する 
・知的障害者の⽣活を知る 
・知的障害者福祉法を学ぶ 
■個人ワーク：ワークシート⑥ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート⑥ 

第７回 

精神障害の理解と支援：教科書 pp9-12、pp127-132  
・障害の特徴を理解する 
・精神障害者の⽣活を知る 
・精神保健福祉法を学ぶ 
■個人ワーク：ワークシート⑦ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート⑦ 

第８回 

発達障害の理解と支援：教科書 pp13-14、pp139-
143  
・発達障害の特徴を理解する 
・障害者の⽣活を知る 
・発達障害者支援法を学ぶ 
■個人ワーク：ワークシート⑧ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート⑧ 

第９回 

障害者を取り巻く社会環境：教科書 pp94-108 
・障害者と暮らす家族を理解する 
・バリアフリー、コンフリクトを学ぶ。 
●グループワーク：「施設コンフリクトはどうすれば
なくなるのか」について、話し合い、まとめる。ワー
クシート⑨ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート⑨ 

第１０回 
障害者に対する法制度①：教科書 pp144-154 
・障害者総合支援法、障害福祉計画を学ぶ。 
●グループワーク「事例をもとに福祉サービスをコー

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【次回までに提出】 



ディネートする」をグループで意見交換し、まとめ
る。 ワークシート⑩ 

ワークシート⑩ 

第１１回 

障害者に対する法制度②教科書 pp155-159 
・障害者虐待防止法を学ぶ。 
●グループワーク「障害者虐待の事例検討」をグルー
プで意見交換し、まとめる（次回発表）ワークシート
⑪（次回提出） 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 

第１２回 

1.◆グループ発表◆ 
2.障害児に対する法制度③：教科書 pp133-138、
pp236-239 
・児童福祉法における障害児支援を学ぶ 
・医療的ケア児支援法を学ぶ 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【提出】 
ワークシート⑪ 

第１３回 

障害者に対する法制度④：教科書 pp160-178 
・障害者差別解消法、障害者雇用促進法、バリアフリ
ー法を学ぶ。 
●グループワーク「合理的配慮についての事例検討」
をグループで意見交換し、まとめる（次回発表）ワー
クシート⑫（次回提出） 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
 

第１４回 

1.◆グループ発表◆ 
2.障害者福祉における専門職の役割：教科書 pp179-
210 
・障害者福祉に携わる関係機関の役割を学ぶ。 
・障害者福祉に携わる様々な専門職の役割を学ぶ。 

〇予習 
教科書を読んでおくこと（120 分） 
【提出】 
ワークシート⑫ 

第１５回 
・全体のまとめ 
・期末レポート「障害のある人たちの尊厳と権利を守
るための援助とは」 

【提出】 
・ふりかえりシート 
・期末レポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK104-
A01 

2.科目名 社会保障論 3.単位数 4 

4.授業担当教員 道中 隆 

5.授業科目の区分 

基幹科目 
保健と福祉、行政分野
における実務経験のあ
る教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必須 7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 先進諸国は社会保障制度を充実させ福祉国家の充実を目指してきた。わが国においては
70 年代に始まるオイルショックや財政赤字の増大によって、「大きな政府」から「小さな政
府」への転換ベクトルの動きを加速させ「福祉国家の危機」と言われてから久しい。国家が
国⺠⽣活のすべてを担うには限界があり財政負担に耐え切れなくなっている。 
   日本の社会保障は大きな転換期を迎え、家族、雇用、人口減少といった激動の波を受け
ようとしている。近代から現代へ社会保障制度がなぜ⽣まれ、どのような変遷を経て、現在
どのような困難に直面し、政 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

①「多様性の理解」:  自分とは異なる価値観や考え方を持つ人々の社会的・文化的背景を理
解し受け入れることができる 
②「コミュニケーションスキル」 :  多様な方法で情報収集と自己表現ができ他者との意見
交換ができる 
③「教育福祉の専門性」:  社会事象に関して専門知識を使って理論的に説明し改善方策を提
案することができる   
④ 「安全・安心な社会保障」:  近年、想定外の自然災害や⽣活を脅かす犯罪などが発⽣し
ている中、人間が社会⽣活を送る上での「安全・安心」の視点から社会保障について制度的
側面から考える 

19.教科書・教材 
①新・社会福祉士養成講座編集委員会(2019) 『12 社会保障』 第 6 版 中央法規 
②山崎史郎(2017) 『人口減少と社会保障ー孤⽴と縮小を乗り越える』 中公新書 

20.参考文献 
・道中隆(2012) 『⽣活保護と日本型ワーキングプア』 ミネルヴァ書房 
・道中隆(2016) 『第２版 貧困の世代間継承ー社会的不利益の連鎖を断つ』晃洋書房 
・駒村康平(2010) 『最低所得保障』 岩波書店 

21.成績評価 

①小課題・ミニコメント : 5 点 × 6 回 = 30% 
②小テスト 4 回 :  5 点 × 4 回 = 20% 
③レポート : 2 回 × 10 点 = 20% (評価は全学共通ルーブリックに基づいて行う) 
④総括試験 : 30% 
評価は上記①〜④の積算方式による総括評価とする 

22.コメント 

 厳しいリスク社会の中では、さなざまな⽣活課題に直面することがあります。社会保障制
度は、その困難な社会経済的な課題に対処するためのリスクヘッジとして機能するもので
す。 
 この科目では、少々耳慣れない用語や難解なことばも多くでてきますが、これらは社会そ
のものが複雑なシステムとして成り⽴っていることからやむを得ないことなのです。社会の
共通言語として理解しておく必要があります。社会保障制度の全体像をつかみ理解しておけ
ば、社会にでてから必ず役に⽴つ、あなたの強い味方となります。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1-2
回】   
 

【第 1 回】(4/08) 
オリエンテーション 
〇第 1 章 現代社会と社会保障 
第 1 節 人口動態の変化 
 １人口減少と少子高齢化 
 ２人口減少と少子高齢化が社会に与える影響  
 ３少子化対策と社会保障の課題 
 ・私たちの⽣活と社会保障 
 ・考えてみよう、卒業後のあなたの就労収入 
 ・計算してみよう、あなたの⽣活費シュミレーショ
ン 
 ・社会が変われば社会保障も変わる 
  ・ワーク①②③ 
【第 2 回】(4/08) 
第 2 節 経済環境の変化 
 １経済の動向 
 ２低成⻑経済の影響 
 3 経済政策と社会保障の課題 
 ・ワーク 

・シラバスと教科書 を必携 
○次回「特別養護⽼人ホーム入所待機者 52
万 4 千人」について、何が問題なのか、現
状と課題を調べてくる。(120 分      
②教科書参照 

【第 3-4
回】 

【第 3 回】(4/15)  
第 3 節 労働環境の変化 
 １雇用・労働の動向 
 2 雇用・労働の変化がもたらす影響 
 ３雇用・労働政策と社会保障の課題 
    ・考えてみよう、卒業後のあなたの就労収入 
 ・計算してみよう、あなたの⽣活費シュミレーショ
ン 
 ・なぜ社会保障制度が必要か? 
 ・社会保障の制度設計、何が問題でどのような課題
があるのか? 
 ・セーフティネットとは何か、あなたのライフサイ
クル  
 ・ワーク ⑤⑥ 
  《小課題・ミニコメント 1》 
『特別養護⽼人ホーム入所待機者 52 万 4 千人』の問
題および課題 
 

○次回までに社会保険にはどんな種類がある
のか調べてくる。(120 分)  
  ワークシート⑤⑥ 提出 
《小課題・ミニコメント 1》 

【第 5-6
回】 

【第 5 回】(4/22) 
第３節 社会保障の理念 
 １⽣存権 
 ２社会連帯 
第４節 社会保障の対象 
 １カバーする社会的リスクの範囲 
 ２人的適用範囲 
 ・《小課題・ミニコメント 2 》 
   「2025 年問題」をめぐる政策課題とは 
【第 6 回】(4/22) 
第５節社会保障制度の展開 

○次回までに『小野市福祉給付制度適正化条
例の社会的背景、課題について調べてくる。
(120 分) 
・小テストⅠ 実施 



 １社会保障前史 
 ２社会保険、社会手当、公的扶助の展開 
 ３第二次世界大戦後の社会保障の拡充と福祉国家体
制の確⽴ 
 ４福祉国家体制の再編と社会保障の変容 
 ５日本の社会保障の展開 
    ・小テストⅠ「社会保険制度の種類」 
 

【第 7-8
回】 
 

【第 7 回】(5/06) 
〇第２章 第５節社会保障の展開 
 ー事例 大阪市⻄成区あいりんの貧困の縮図ー 
〇第３章社会保障の財政 
第１節 社会保障の財政 
 1 社会保障財政を支える財源 
 ２社会保障の主な財源 
 ３社会保障制度における財政調整 
 ・日本における社会保障の誕⽣・発展 
 ・社会保障の構造①       
 ・社会保障制度の体系 
 ・社会保険の構造 
〇個人ワーク、グループワーク 
 ・ワーク? 
   『小野市福祉給付制度適正化条例』の論点(社
会的背景、課題) 
      DVD とりせつ 
   
【第 8 回】( 

 
○次回までに『男女雇用機会均等法』の目的
と社会的背景、課題について調べてくる。
(120 分) 
・次回のレポート課題Ⅰの提出の準備をして
おくこと 

【第 9-10
回】 

【第 9 回】(5/13) 
〇第４章社会保険・社会扶助・⺠間保険の関係 
第１節 保険と扶助の考え方 
 １保険と扶助の概念 
 ２保険の理論 
 ３扶助の理論 
 ・社会保障制度と人間の尊厳 
   男女雇用機会均等法の考え方 
     ・《小課題・ミニコメント 3 》  
GW ワーク⑪「医学部入試における女性差別問題」 
■■■レポート課題Ⅰ■■■    
    『働き方、働かせ方のあり方とワークライフバ
ランスについて』 
   ー広がる⽣活困窮と社会保障制度に着眼してー
3,000 字以内 
  ・社保審⽣活保護専門部会報告(2 

 
■■■レポート課題Ⅰ■■■   
           授業時間内提出 
○次回までに国⺠健康保険制度について調べ
てくる。(120 分) 
。次回までに労災保険の保険料について調べ
てくる。(120 分) 
・小テストⅡ 

【第 11-12
回】 

【第 11 回】(5/20) 
〇第５章社会保障制度の体系 
第１節 医療保険制度の概況 
 1 公的医療保険の体系 
 ２公的医療保険の種類 

 
○改正された最低賃金制度のポイントを調べ
てくる(90 分) 



 ３保険給付の種類と内容 
 4 医療保険の各制度の財源と保険財政 
【第 12 回】(5/20) 
 5 日本の医療保険制度の特徴 
 6 そのほかの医療に関する助成制度 
     ・社会保障の制度、医療保険の目的、対象、給
付、財源の概要  
     ・医療保険制度の沿革と概要 
  ・健康保険と共済制度 
  ・国⺠健康保険制度 
  ・後期高齢者医療制度 
  ・国⺠医療費と医療をめぐる最近の動 

【第 13-14
回】 

【第 13 回】(5/27) 
第２節 介護保険制度の概要 
 １介護保険制度の遠隔 
 2 介護保険制度の概要 
 ・ 介護保険制度のしくみ 
 ・介護保険制度をめぐる最近の動向  
【第 14 回】(5/27)  
第３節 年金制度の概要 
 1 年金制度の概要と沿革   
 2 年金の加入と負担 
 3 年金の給付 
 《小課題・ミニコメント 4 》 

○これまでの授業の復習、授業ノートを整理
しておく。(90 分) 
○労働保険制度について調べてくる。(60
分) 
 

【第 15-16
回】 

【第 15 回】(6/03)  
 ４年金財政 
 ５企業年金と個人年金 
 ６最近の改正と課題 
   
【第 16 回】(6/03) 
第４節 労災保険制度と雇用保険制度の概要 
 １労働保険制度の概要 

○これまでの授業の復習、授業ノートを整理
しておく(90 分) 
○○⽣活保護基準額の削減による影響につい
て調べてくる。(120 分) 

【第 17-18
回】 

【第 17 回】(6/10)  
 2 労働者災害補償保険制度 
   
【第 18 回】(6/10) 
 3 雇用保険制度 
 ・雇用保険制度の遠隔 
 ・雇用失業情勢の悪化 

○⽣活保護の「補足性の原理」について調べ
てくる(90 分) 
○貧困ビジネスについて調べてくる。(120
分) 
 

【第 19-
20】 

【第 19 回】(6/17) 
 ・求職者支援制度の創設 
 ・DVD 貧困ビジネスを考える 
 ・《小課題・ミニコメント 5 》 
【第 20 回】(6/17)  
第 5 節 ⽣活保護制度の概要 
 1 公的扶助としての⽣活保護制度 
 ・セーフティネットとしての救済的機能 
 ・小テストⅢ 

・貧困ビジネスについて調べてくる 
次回「子ども保険」について調べてくる(A4
一枚) 
・小テストⅢ 



【第 21-22
回】 
 

【第 21 回】(6/24) 
 ２⽣活保護制度の概要 
 ・⽣活保護制度、公的扶助制度のしくみ 
 ■■■レポート課題Ⅱ■■■  
   『セーフティネットの綻びと社会保障制度につい
て』 3,000 字 
【第 22 回】(6/24) 
 ・対象、給付、財源の概要制度の沿革と概要  
 ・⽣活保護基準について 
   VTR 関⻄熱視線 NHK  ナショナル・ミニマム 
 

■■■レポート課題Ⅱ■■■   
     授業時間内に提出 
  
 

【第 23-24
回】 
  
 

【第 23 回】(7/01) 
 3 ⽣活困窮者自⽴支援法 
 ・社会保障の制度設計早期介入政策とは 
    ー子育て支援をめぐる政策課題 Wー 
【第 24 回】(7/01 )  
第６節 社会手当制度の概要 
 １社会手当制度のの概要 
 ２児童手当 
 ３児童扶養手当制度 
  地域包括ケアと高齢者の住まい PW   
  最低居住水準と住居のナショナル・ミニマムとは 
  地域包括ケアと医療 PW 
  地域で高齢者を支えていくために PW 
   ・小テストⅣ 
 

○これまでの授業の復習、授業ノートを整理
しておく(180 分) 
・小テストⅣ 

【第 25-26
回】 

【第 25 回】(7/08)  
第７節 社会福祉制度の概要 
 1 社会福祉制度の概要 
 ２社会福祉制度の基本法 
 ・貧困問題 
 ・ 「こどもの貧困」の不利益と世代間継承 
 ・《小課題・ミニコメント 6 》 
【第 26 回】(7/08) 
 ３高齢者福祉 
 ４児童福祉 
 ５障害者福祉 
 6 ひとり親家庭の支援、高齢者福祉 

○これまでの授業の復習、授業ノートを整理
しておく(180 分) 
 

【第 27-28
回】 
 

【第 27 回】(7/15) 
第６章諸外国における社会保障制度 
第１節 諸外国の社会保障 
【第 28 回】(7/15)    
■■■総括試験■■■ 
 

 
■■総括試験■■ 実施 

【第 29-30
回】  
 

【第 29 回】(7/22)  
第 2 節 社会保障の国際比較 
第３節 社会保障の国際化 
    

○これまでの授業の復習、授業ノートを整理
しておく(180 分) 
 



【第 30 回】(7/22) 《《 最終授業 》》 
国⺠的合意の形成を目指して 
振り返りと全体のまとめ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK105-
A01 

2.科目名 権利擁護と成年後見制度 (2020 年度⽣以前) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浜野孝 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 こども学専攻、福祉学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 高校(福祉)  社会福祉士
受験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 
【目的】 
この科目は、判断能力の不十分な人に対する権利侵害が地域や家庭で起こっており、権利侵
害を受けている人たちを支援するための活動能力を身につけることを目的とします。 
【概要】 
具体的には、相談援助活動において必要となる法律問題や成年後見制度を事例を交え理解
し、実践力を養成することを目指します。そのため,今後、相談援助活動に携わる際に有用な
学修となります。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の(1)自律性(6)専門的知識・技能の応用力の
学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次のとおりです。 
①社会福祉従事者としての目標を明確に持ち、権利擁護と成年後見制度の理念と仕組みの基
本的な考え方を説明できるようになる。 
②相手の話を聞くときに、目線を合わせるなど、向き合う姿勢を取ることができる。 
③地域社会の動向をふまえ、教育や福祉の現場において必要とされる実践力を身につけ、社
会や他者のために責任ある行動を取ることができる。 
④対象者が持つ背景や属性・価値観等の多様性を理解し、相手の⽴場を尊重することがで
き、関係者との連携、協働を行うことができる。 
⑤諸問題について、問題を発見・理解に努め、問題解決に必要な知識・社会資源を活用し行
動することができる。 
 

19.教科書・教材 最新・社会福祉士養成講座 「権利擁護を支える法制度」 発行＝中央法規出版 
20.参考文献 福祉小六法 2022 発行＝中央法規出版 

21.成績評価 

 
評価・評定については、下記①②の項目が提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方
法で提出されることが基本となり、③④と合わせて総合的に行います。 
①課題シート（第 4,9 回）         ……     20 点（2 回×10 点） 【学習目標①に
対応】 
②ふり返り、演習シート（第 11,13 回）   ……     10 点（2 回×5 点） 【学習目標
②③④に対応】 
③中間テスト （第 7 回）                        ……   20 点          【学習
目標①に対応】 
④総括試験 （第 1 

22.コメント 
福祉の領域で求められている共感的理解に努め、権利擁護や成年後見制度の内容を理解し、
専門職を目指してほしい。 



23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応を行う。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価方
法、受講上の留意点等） 
・権利擁護と成年後見制度の概要及び日本の社会保障
の仕組み、社会福祉基礎構造改革による福祉制度の変
化を中心に説明を行う。 

復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 2 回】 

講義「権利擁護に必要な法制度」 教科書 p.2〜20、
プリント 
・ソーシャルワークにおいて想定される法律問題を学
ぶ。 
・日本国憲法を理解する。 

復習…今回の復習 
            授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 3 回】 

講義「権利擁護にかかわる⺠法の原則」 教科書
p.21〜33、プリント 
・⺠法の概要及び契約、不法行為と損害賠償責任等に
ついて学ぶ。 

復習…今回の復習 
           授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 4 回】 

講義「行政活動の形式とその特徴」 教科書 p.34〜
44、プリント 
・行政事件訴訟、行政不服審査法、国家賠償法、情報
公開など行政法に関することを学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シート①の作成 
復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 5 回】 

講義「権利擁護の意義と支える仕組み」 教科書
p.70〜103、プリント 
・権利擁護の意義と支える仕組みを中心に説明する。 
・虐待、暴力防止関係法を理解する。 

課題シート①の提出 
復習…今回の復習 
            授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 6 回】 

講義「ソーシャルワークの活動と法のまとめ」 プリ
ント 
・権利擁護に必要な法制度のまとめを行う。 
映像「成年後見制度」 教科書 p.189  
・制度の概要と成年後見制度の DVD を観て内容を理
解する。 
 

復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…権利擁護にかかわる法制度を整理して
おく 
 

【第 7 回】 

中間テスト‥‥これまで学んだ権利擁護にかかわる法
制度についての理解度を確認する。 
・試験終了後、テストの内容の説明を行う。 
 

復習…今回の復習 
    テストの再点検 
予習…教科書を読んでおく 
※次回までに成年後見制度の資料を印刷して
おく 

【第 8 回】 

講義「成年後見制度①」 教科書 p.188〜205、プリ
ント 
・成年後見人の役割と制度の基本的仕組みや申し⽴て
の流れについて学ぶ。 
参考資料 http;//www.courts.go.jp/ 裁判所のペー
ジ → 裁判所について → 各種パンフレット → 家事
事件（成年後見制度→詳しく知っていただくために） 
 

成年後見資料を持参 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
※次回までに成年後見関係事件概況を印刷し
ておく 

【第 9 回】 講義「成年後見制度②」 教科書 p.206〜220、プリ 成年後見関係事件概況を持参 



ント 
・任意後見の概要や成年後見人等の義務と責任、成年
後見制度の動向について学ぶ。 
・成年後見事件の最近の動向を理解する。 
「課題シートは授業中に配布」 
参考資料 http;//www.courts.go.jp/ 裁判所につい
て→公表資料→成年後見関係事件の概況（令和 2 年 1
月〜令和 2 年 12 月） 

宿題…課題シート②の作成 
復習…今回の復習 
            授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 10 回】 

講義「日常⽣活自⽴支援事業、成年後見制度利用支援
事業」  
                  教科書 p.221
〜229、プリント 
・日常⽣活自⽴支援事業の概要、専門員、⽣活支援員
の役割及び成年後見制度との関係について学ぶ。 

課題シート②の提出 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…成年後見制度の再確認 

【第 11 回】 

演習「グループワーク①」 プリント 
・成年後見申⽴演習…本人の状況の把握及び利用する
制度を理解する。 
「ふり返りシートは授業中に配布」 

宿題…ふり返りシートの作成 
復習…今回の復習 
            授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 12 回】 

講義「権利擁護にかかわる組織・団体、専門職の役
割」 
                  教科書 p.152
〜184、プリント 
・家庭裁判所を中心にして、法務局、市町村、社会福
祉協議会、児童相談所の役割及び成年後見制度を支え
る専門家集団について学ぶ。 
 

ふり返りシートの提出 
復習…今回の復習 
    授業ノートの整理 
予習…演習のテーマの理解 

【第 13 回】 

講義「身上監護と福祉的支援」 プリント 
・身上監護業務のポイントと福祉的支援の活用につい
て学ぶ。 
・演習「グループワーク②」を行い、講義の内容をさ
らに深める。 
「演習シートは授業中に配布」 

宿題…演習シートの作成 
復習…今回の復習 
    演習内容の整理 
予習…授業ノートの点検 

【第 14 回】 

講義「権利擁護と成年後見制度のまとめ」 プリント 
・成年後見制度の基本的なことの理解を深める。 
・これまでの学びのまとめを行う。 
 

演習シートの提出 
復習…今回の復習 
            授業ノートの整理 
予習…今回までの内容・課      題の
整理 

【第 15 回】 総括試験 
復習…総括試験の復習 
     授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK106-
A01 

2.科目名 ⽼人福祉論 (2021 年度⽣) 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義では「加齢」に伴う様々な変化について幅広い視点で理解を進め、超少子高齢社会に
おける諸課題に対し、どのような取組みが行われているのかを具体的に学んでいく。高齢者
保健福祉領域における福祉・保健・医療の各種制度や施策、多元的なサービス供給システム
のあり方、未来の高齢者福祉等について体系的に学んでいく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、社会的貢献性、コミュニケーションスキルの
学修に関連しています。 
①高齢者の特性が説明できる。 
②高齢者を支えるための各種制度がわかる。 
③地域社会におけるこれからの高齢者福祉のあり方を検討できる。 

19.教科書・教材 適宜提示します。 

20.参考文献 
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟編（2021）「最新社会福祉士養成講座 2 
高齢者福祉」中央法規出版、ISBN9784805882450 

21.成績評価 

■経過レポート：15％×2 回（学習目標①②） 
・webclass に提出する 
■最終レポート：40％（学習目標①②③） 
・webclass に提出する 
■ふりかえり：30％（学習目標①②③） 
・学習目標の 3 つの観点に照らし合わせて学びのふりかえりを行う 
・webclass に提出する 

22.コメント 

・⽼人福祉論は介護概論と同時期に履修することを推奨します。 
・資料の配付や成果物の提出は webclass を使います。 
・毎回グループワークを実施します。 
・パソコン必携です。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
4/11 

高齢者と少子高齢社会 
・高齢者の定義と特性 
・少子高齢社会の到来 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 2 回】 
4/18 

高齢者の⽣活実態とこれを取り巻く社会環境 
・高齢者の⽣活実態 
・高齢者を取り巻く社会環境 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 3 回】 
4/25 

高齢者福祉の歴史と理念 
・高齢者観の変遷 
・高齢者福祉の発展過程 
・高齢者福祉の理念 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 



 

【第 4 回】 
5/2 

介護保険制度① 
・介護保険制度の概要 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 5 回】 
5/9 

介護保険制度② 
・地域支援事業 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 6 回】 
5/16 

介護保険制度③ 
・介護保険サービスの体系 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 
【提出物】 
・経過レポート① 

【第 7 回】 
5/23 

高齢者に対する関連諸制度① 
・高齢者保健福祉の体系 
・⽼人福祉法 
・高齢者医療確保法 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 8 回】 
5/30 
 

高齢者に対する関連諸制度② 
・高齢者虐待防止法 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 9 回】 
6/6 

高齢者に対する関連諸制度③ 
・バリアフリー法 
・高齢者住まい法 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 10 回】 
6/13 

高齢者に対する関連諸制度④ 
・高齢者雇用安定法 
・育児・介護休業法 
・市町村独自の高齢者支援 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 11 回】 
6/20 
 

高齢者と家族等の支援における関係機関と専門職の役
割 
・関係機関の役割 
・関連する専門職等の役割 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 
【提出物】 
・経過レポート② 

【第 12 回】  
6/27 

高齢者と家族等に対する支援の実際① 
・高齢者領域におけるソーシャルワーカーの役割 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 

【第 13 回】 
7/4 

高齢者と家族等に対する支援の実際② 
・高齢者と家族等に対する支援の実際 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分） 



【第 14 回】 
7/11 

未来の高齢者福祉 
・介護ロボット 
・高齢者福祉のデジタルトランスフォーメーション
（DX） 
 

【今回の復習】 
授業ノートを完成させる（90 分） 
【次回の予習】 
・キーワードしらべ（90 分）  
 

【第 15 回】 
7/25 

学びのまとめ 
・高齢者の特性 
・高齢者を支えるための各種制度 
・地域社会におけるこれからの高齢者福祉のあり方  
 

【提出物】 
・最終レポート 
・ふりかえり 
・webclass へ投稿 
【今回の復習】 
・学びのまとめをする（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK201-
A51 

2.科目名 
児童家庭福祉 (福祉･保育コース)(社会福祉専
修コース) 

3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福祉学専攻 9.履修学年 ２年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

子どもの権利条約によって、子どもの権利は保障されているが、実⽣活において、子ども自
身が社会に意思を主張したり、権利を守ったりすることは困難である。その状況について理
解し、保護者とともに社会全体が子どもの権利や主体性の尊重、成⻑・発達の促進、自己実
現を支える仕組み（児童家庭福祉）を学習することが、本講義の概要である。「児童家庭福
祉」の理念、それに基づいた法制度、具体的なフォーマル・インフォーマルの支援（実践）
内容について、体系的に学んでいくことになる。 
具体的には 
・児童家庭の⽣活実態とこれを取り巻く社会情 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業の目的を達成するために、以下の学習目標を設定しています 
①わが国の子どもを取り巻く問題とその背景を説明できる 
②子どもの問題に対応する児童家庭福祉の法制度の概要を説明できる 
③児童家庭福祉に携わる専門職の役割を説明できる 
④子どもの権利や児童家庭福祉の理念を説明できる 
⑤子どもの権利保障の観点から、児童家庭福祉制度の問題点を指摘できる 
⑥⑤で指摘した問題点の改善案を提案できる 
本授業は、学位授与方針（DP）の（2）社会的貢献性と（5）問題発見・解決力に関連して
います。 

19.教科書・教材 授業中に適宜資料等を提示する。 
20.参考文献  

21.成績評価 

【課題 1】児童虐待検討ワークシート①-③̲30%：学習目標①-③に対応 
・児童虐待の実態と問題が発⽣する背景、法制度、専門職について学習するワークシートの
作成 
【課題 2】子どもの権利検討ワークシート̲20%：学習目標④に対応 
・子どもの権利について学習するワークシートの作成 
【課題 3】最終レポート̲40%：学習目標⑤-⑥に対応 
・具体的なテーマは、自身の関心のある子どもの問題を設定し、授業時のディスカッション
を通して検討する 
・文字数は 2000 字以上とする 
・参考文献等は 5 つ以上とする※web サイト等 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
オリエンテーション ※シラバスを持参すること 
・授業の進め方や評価に関する説明 

◆できるだけノート PC を持参すること◆ 

 
■子どもを取り巻く問題の理解 
児童虐待事例をもとに、児童虐待の定義やその実態に
ついて理解する 

〇【課題 1】ワークシート①（90） 



 
■児童家庭福祉の法制度 
児童虐待事例をもとに、法制度／既存の公的サービス
による支援内容について理解する 

〇【課題 1】ワークシート②（90） 
★【課題 1】ワークシート①提出 

 
■児童家庭福祉の専門職 
児童虐待事例をもとに、児童家庭福祉の専門職につい
て理解する 

〇【課題 1】ワークシート③（90） 
★【課題 1】ワークシート②提出 

 
■子どもの権利保障の歴史的背景 
文献をもとに、歴史的な側面から子どもの権利につい
て理解する 

〇【課題 2】ワークシート（90） 
★【課題 1】ワークシート③提出 

 
■子どもの権利条約① 
子どもの権利条約の概要理解と、国内における実態を
把握する 

〇【課題 2】ワークシート（90） 

 
■子どもの権利条約② 
子どもの権利条約の概要理解と、国内における実態を
把握する 

〇【課題 2】ワークシート（90） 
★【課題 2】ワークシート提出 

 
■児童家庭福祉に関するソーシャルアクション① 
児童虐待防止運動 or 社会を明るくする運動に参画す
る 

◎児童家庭福祉のソーシャルアクションプラ
ンの検討（90） 

 
■児童家庭福祉に関するソーシャルアクション② 
児童虐待防止運動 or 社会を明るくする運動に参画す
る 

◎児童家庭福祉のソーシャルアクションプラ
ンの検討（90） 

 
■児童家庭福祉に関するソーシャルアクション③ 
児童虐待防止運動 or 社会を明るくする運動に参画す
る 

◎児童家庭福祉のソーシャルアクションプラ
ンの検討（90） 

 

■児童家庭福祉が対象とする問題の理解① 
・子育て支援、ひとり親家庭、障害児支援、少年非
行、子どもの貧困から関心のあるキーワードを選択し
てグルーピングし、各グループで学習をすすめる 
・各グループでそのテーマに関連する実態を把握する 

〇【課題 3】最終レポートの執筆準備（60） 
◎グループで次週までの課題に取り組む
（60） 

 
■児童家庭福祉が対象とする問題の理解② 
各グループで、設定したテーマに関連する法制度の概
要を理解し、問題点を抽出する 

〇【課題 3】最終レポートの執筆準備（60） 
◎グループで次週までの課題に取り組む
（60） 

 
■児童家庭福祉が対象とする問題の理解③ 
各グループで、設定したテーマに関連する法制度上の
問題点とそれの改善案について検討する 

〇【課題 3】最終レポートの執筆（60） 
◎グループで次週までの課題に取り組む
（60） 

 

■グループ内討議 
最終レポート内容をもとにしたグループディスカッシ
ョン(学びの外化)を行い、そのことを通した気づきを
最終レポートに反映(再内化)する 

〇【課題 3】最終レポートの執筆（120） 

 

■授業のまとめ 
・授業のふりかえり 
★【課題 3】の提出 
★【課題 4】の作成と提出 

〇【課題 4】ふりかえりシートの作成（60） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK301-
A01 

2.科目名 福祉行財政と福祉計画 3.単位数 2 

4.授業担当教員 竹元志保 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 高校(福祉) 社会福祉士受
験資格 

11.先修条件 なし 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

 社会福祉サービスの提供は、国、地方公共団体の役割が大きく、社会福祉法をはじめとす
る社会福祉関係法に基づき行われています。社会福祉に関する考え方や実施体制は、時代と
ともに少しずつ変化しており、以前の中央集権的の行財政モデルは新たな地方財政主権を目
指すモデルへと転換され、国と地方の関係性も大きく様変わりしています。また、高齢者、
障害者、児童等の各分野においても、国が一⻫に作成する計画だけでなく、住⺠や社会福祉
サービスを提供している実際の現場の声を重視した市町村別の福祉計画が策定されていま
す。 
 本講義では、 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 
?社会福祉の捉え方について理解できるようになる 
②社会福祉を支える行政の仕組み、設置されている専門機関、配置されている専門職等につ
いて理解できるようになる 
③社会福祉を支える財政の仕組みを理解できるようになる 
④福祉計画の重要性について理解できるようになる 
⑤福祉計画を策定するプロセスを体感し、問題点等について提案できるようになる 
 

19.教科書・教材 
 
適宜、資料を配布する 
 

20.参考文献 
 
適宜、講義内で紹介する 
 

21.成績評価 

 
講義時に提出する課題 40％ 
小テスト 20％ 
最終レポート 40％ 
 

22.コメント 

「福祉行財政と福祉計画」は社会福祉士の国家試験の受験科目になっていますが、全受験⽣
が大変苦手とする科目の 1 つです。しかし、行財政の仕組みや福祉計画の内容を理解するこ
とによって、社会福祉士の仕事の広がりや、社会的意義を感じることができますし、社会福
祉士が活躍できる場所が多いことも気づいていただけるでしょう。身近にある様々な仕組み
を学び、社会福祉の意義や社会福祉士の社会的役割について一緒に考えていきましょう。 

23.オフィスアワー 
 
金曜日の２限終了後に、教室で質問等に対応いたします。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第１回 

 
オリエンテーション 
1 社会福祉のとらえ方と変化する社会福祉の概念 
2 社会福祉の定義の概念 
 

 
社会福祉に関する概念がどのように変化した
のか、これまでに学修した内容を復習する
（120 分）。 

第 2 回 

 
福祉の法制度の展開 
１ 社会福祉制度の確⽴期 
２ 社会福祉制度の拡充期 
３ 社会福祉制度の見直し期 
４ 社会福祉制度の改革期 
５ 現在の段階 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
中央集権から地方分権に移行することによっ
て、社会福祉制度にどのような影響を与えた
か整理する（60 分）。 

第 3 回 

 
福祉行政の骨格 
１ 三権分⽴と政府の役割 
２ 国と地方自治体の関係（中央集権から地方分権
へ） 
３ 行財政改革の動き（三位一体改革とは？） 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
社会福祉に関連する主な判例を調べ、読んで
みる（60 分） 

第４回 

 
社会福祉と法制度 
社会福祉に関する法規範と判例 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
措置方式と利用契約方式の違いについて調
べ、違いを説明できるようになる（60 分）。 

第５回 

 
社会福祉基礎構造改革 
１ 社会福祉基礎構造改革で何が変わったのか 
２ 福祉サービスの利用方式の分化 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
わが国の一般会計歳出と歳入の内訳を調べる
（60 分）。 

第６回 

 
福祉財政 
１ 財政と社会福祉 
２ 一般会計予算と社会保障関係費の動向 
３ 税金の仕組み 
 

 
前回の講義の復習・見直し（60 分） 
利用者負担における一律負担と応能負担の特
徴を調べる（60 分）。 

第７回 

 
福祉財政 
１ 地方自治体の財政と⺠⽣費の動向 
２ ⺠間社会福祉事業の財源 
３ 福祉サービズの利用と費用負担 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
近年増加が指摘される児童虐待や DV 被害者
への支援において重要な役割を果たしている
公的な機関について調べ、整理する（60
分）。 

第８回 

 
福祉行政の組織・団体と専門職の役割 
１ 福祉事務所（社会福祉主事） 
２ 児童相談相談所（児童福祉司） 
３ 身体・知的障害者更⽣相談所（身体・知的障害者
福祉司） 
４ 婦人相談所 
５ その他の専門職  

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
相談窓口において「相談しやすさ」を担保す
るために必要な視点は何か考え、まとめる
（60 分）。 



 

 

 
地域の相談システム 
１ 地域包括支援センター 
２ 児童家庭支援センター 
３ ⺟子家庭等・自⽴支援センター 
４ 障害者相談支援事業 
これまでの振り返り 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
小テストの準備 

第１０回 

 
小テスト（１回目） 
福祉計画の目的と意義 
１ 福祉援助の現場から福祉計画へ 
２ 計画のサイクルと福祉援助の現場 
（社会福祉士はどのように福祉計画に関与しているの
か） 

 
前回の講義の復習・見直し（60 分） 
なぜ計画の策定が必要なのか（福祉計画に限
らず、日常的に我々は計画を⽴てて⽣活しい
る。なぜ計画の策定が必要なのか？）につい
て考えをまとめる（60 分） 

第１１回 

 
福祉計画の理論と技法 
１ 福祉計画の基本的視点 
２ 福祉計画の過程と留意点 
３ 福祉計画におけるニーズ調査 
４ 福祉計画の評価 
５ 福祉計画における住⺠参加 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
介護保険法と⽼人福祉法の役割の違いを復習
する（60 分）。 

第１２回 

 
福祉計画の実際 
１ 福祉計画の視点 
２ ⽼人福祉計画・介護保険事業計画 
 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
子ども子育て支援法と次世代育成推進法の役
割の違いについて調べる（60 分）。 

第１３回 

 
福祉計画の実際 
１次世代育成支援行動計画 
２子ども子育て支援計画 

前回の講義の復習・見直し（60 分） 
障害者基本法と障害者総合支援法の役割の違
いを調べる（60 分）。 

第１４回 

  
福祉計画の実際 
１ 障害者基本計画・障害者計画 
２ 障害福祉計画 
 

最終レポートの作成準備及び小テストにむけ
ての復習 

第１５回 

 
地域福祉計画の実際 
小テスト（２回目） 
最終レポート提出 
総括 
 

最終講義の復習・見直し（120 分） 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK303-
A01 

2.科目名 就労支援サービス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 春木裕美 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

働くということは，経済的なニーズを満たすという側面だけでなく，社会関係を通して社会
の一員として承認される側面、自分の居場所となる側面、社会に貢献できるなどの多様な側
面がある。近年、低所得、失業、貧困問題が深刻化しており、社会保障として所得保障が重
要とされる一方で、経済的自⽴を重視する「自⽴支援」政策として「就労支援」が強調され
ている。しかし、社会には、様々な理由により就労が困難な者も存在する。例えば、⽣活困
窮者、ひとり親家庭、障害者などがあげられるが、新型コロナ感染拡大の影響を受け、さら
に厳しい状況に追い 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の目的をを達成するために、以下の学習目標を設定する。 
①社会福祉士としての就労支援は、就労を⽣活全体から捉え、他の関係機関や専門職と連携
しつつ、利用者一人ひとりの支援を行うことができる。   
②就労支援において、専門職に求められる相談援助の基礎的知識と考え方を習得し、低所得
者や障害者、ひとり親等の就労の現状を理解するとともに各種の就労支援サービスをコーデ
ィネートすることができる。 
③就労支援に関連する組織・団体、専門職の役割や連携について理解し、実践することがで
きる。 
本科目は、DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的貢献性、(5)問題発見・解決力と関連し
ている。 

19.教科書・教材 「新・社会福祉士養成講座(2019) 『就労支援サービス』18,第 4 版 第 4 刷,中央法規 

20.参考文献 
①厚⽣労働省（2021）『厚⽣労働⽩書 令和 3 年版』（厚⽣労働省ホームぺージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/20/） 
②二本柳覚(2016)『障害者差別解消法』翔泳社. 

21.成績評価 

①小テスト(4 回)= 20% ：学習目標② 
②グループワークのワークシート(提出 8 回分)= 40%：学習目標①②③ 
・授業内で検討、発表し、次回授業までに各個人でワークシートをまとめ、webclass に提
出する 
③レポート課題Ⅰ・Ⅱ(2 回) = 30%：学習目標②③ 
・webclass に提出する 
 課題Ⅰ : 『障害者差別解消法における不当な差別禁止と合理的配慮について』1,600 字以
上   
 課題Ⅱ : 『⽣活困窮者の就労支援をめぐる課題について』 1,600 字以上  
④ふりかえりシート= 10% 
・w 

22.コメント 
・資料の配布や成果物の提出は webclass を使います 
・毎回ノートパソコンを持ってきてください。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回 】 働くことの意味と社会福祉士の役割（教科書 pp.1- 〇次回の予習 



8） 
"【グループワーク】ワークシート① 
・働くこと(意義、考え方、学び方) 
・就活を考える(不安、楽しさ、働く前から疲弊する
現実とどう向かい合うか) 
・コロナ禍における雇用情勢 

コロナ禍における雇用情勢について調べてく
る(120 分)  
【次回までに提出】 
ワークシート① 

【第 2 回】 

雇用・就労の動向（教科書 pp.10-18） 
・⽣活困窮者を取り巻く背景 
・【グループワーク】コロナ禍における雇用情勢と就
労支援の課題を整理する（KJ 法で分類、発表）ワー
クシート② 
・労働市場の変化 

〇次回の予習 
正規、非正規雇用の問題を調べてくる(120
分) 
【次回までに提出】 
ワークシート② 
 

【第 3 回】 

労働に関する法律と制度（教科書 pp.19-32） 
・労働法規の概要 
・【グループワーク】ブラック企業、正規雇用、非正
規雇用について、意見交換、発表 ワークシート③ 

◎復習 
労働法規の概要（小テスト勉強）(120 分) 
【次回までに提出】 
ワークシート③ 
 

【第 4 回】 

女性の就業 
・男女雇用機会均等法 
・男女間賃金格差、女性管理職比率、出産後の継続就
業 
・ワークライフバランス 
・マタハラ、パタハラ 
＊＊小テスト①＊＊   
 

〇次回の予習 
なぜ男女間の賃金格差が⽣じるのか、解消に
はどうしたらいいのかを考えてくる(120 分) 
 

【第 5 回】 

１.【グループワーク】なぜ男女間の賃金格差が⽣じ
るのか、解消にはどうしたらいいのか、意見交換、発
表 ワークシート④ 
２. 障害者と就労支援①（教科書 pp.34-50） 
・障害者の就労の現状 
・障害者福祉施策における就労支援 
 

〇次回の予習 
障害者差別解消法における合理的配慮をまと
めておく（120 分） 
【次回までに提出】 
ワークシート④ 
 

【第 6 回】 
 

障害者と就労支援②（教科書 pp.51-72） 
・障害者雇用施策における就労支援 
・特別支援学校における就労支援 
・【グループワーク】障害者雇用の合理的配慮につい
て、グループで意見交換、発表 ワークシート⑤ 
 

〇次回の予習 
教科書をよく読んでわからないところをチェ
ックする(120 分) 
【次回までに提出】 
ワークシート⑤ 
 

【第 7 回】 

障害者と就労支援③（教科書 pp.73-88） 
・⺠間の実践的取組み   
・諸外国の事例 
・■■レポート課題Ⅰ■■ 
? ? 『障害者差別解消法における不当な差別禁止と合
理的配慮について』 

◎復習 
障害者雇用施策（小テスト勉強）(120 分) 
【次回までに提出】 
■■レポート課題Ⅰ■■ 
 

【第 8 回】 
低所得者と就労支援①（教科書 pp.89-99） 
・低所得者等の就労の現状 
＊＊小テスト②＊＊ 

〇次回の予習 
⽣活困窮者自⽴支援制度のしくみについて調
べてくる(120 分) 

【第 9 回】 低所得者と就労支援②（教科書 pp.100-114） ◎復習 



・低所得者等における就労支援 
・⽣活保護受給世帯へのサービス組織と団体 
・【グループワーク】ホームレスの自⽴支援につい
て、グループで意見交換、発表 ワークシート⑤ 

⽣活保護制度における就労支援制度（小テス
ト勉強）(120 分)  
【次回までに提出】 
ワークシート⑤ 
 

【第 10 回】 

低所得者と就労支援③（教科書 pp.115-122） 
・ひとり親家庭へのサービス組織と団体 
・【グループワーク】⺟子家庭の自⽴支援について、
グループで意見交換、発表 ワークシート⑥ 
＊＊小テスト③＊＊ 

〇次回の予習 
教科書をよく読んでわからないところをチェ
ックする(120 分) 
【次回までに提出】 
ワークシート⑥ 
 

【第 11 回】 

専門職の役割と実際①（教科書 pp.137-148） 
・障害福祉施策における専門職の役割 
・障害雇用施策における専門職の役割 
・【グループワーク】事例研究について、グループで
意見交換、グループ発表 ワークシート⑦ 
 

〇次回の予習 
教科書をよく読んでわからないところをチェ
ックする(120 分) 
【次回までに提出】 
ワークシート⑦ 
 

【第 12 回】 

専門職の役割と実際②（教科書 pp.149-156） 
・低所得者の就労支援における専門職の役割 
・障害その他の就労支援の従事者 
■■レポート課題Ⅱ■■ 
  『⽣活困窮者の就労支援をめぐる課題について』 
 

◎復習 
ハローワーク、職業リハビリテーション機関
の役割（小テスト勉強）(120 分) 
【次回までに提出】 
■■レポート課題Ⅱ■■ 
 

【第 13 回】 
 

就労支援の連携と実際①（教科書 pp.157-171） 
・連携の過程 
・連携の意義 
・連携の実際 
＊＊小テスト④＊＊  
 

〇次回の予習 
教科書をよく読んでわからないところをチェ
ックする(120 分) 
 

【第 14 回】 

就労支援の連携と実際②（教科書 pp.171-178） 
・連携の実際 
・【グループワーク】事例研究について、グループで
意見交換、グループ発表 ワークシート⑧ 

【次回までに提出】 
ワークシート⑧ 
 

【第 15 回】 

全体のまとめ 
授業のふりかえり 
・ふりかえりシートの作成と提出 
 

【提出】 
ふりかえりシート 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWK306-
M01 

2.科目名 保健医療福祉行政論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 浜野孝 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 看護学専攻 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 看護師、保健師、助産師受
験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

 
【目的】 
この科目は、現在の医療体制が「入院から在宅」への方向が進む中、保健・医療・福祉の分
野で人々の健康⽣活を守り、より向上させていくため相互の密接な連携が不可欠であるの
で、具体的な施策を通して保健医療福祉の連携のあり方と看護の役割について身につけるこ
とを目的とします。 
【概要】 
具体的には、保健師は住⺠の⽣活視点にたち、暮らしやすい地域づくりを具体化する活動を
展開する必要があります。そのため、人々や社会が抱える様々な健康課題の解決のための社
会資源を学び、調整していくための基礎的な知識を学ぶことが、 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の(2)社会的貢献性(4)問題発見・解決力
(6)専門的知識・技能の活用力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標（＝身につくスキル）は次の通りです。 
①保健医療福祉行政の理念と仕組みの基本的な考え方を説明できるようになる。 
②歴史的背景を理解し、最近の施策の動向をふまえ、専門職として責任ある行動を取ること
ができる。 
③看護専門職としての実践や社会資源の活用ができるようになる。 
④専門分野について修得した知識、技能を、問題解決に向けて状況に応じて活用することが
できる。 
 

19.教科書・教材 保健医療福祉行政論 第 5 版 発行＝医学書院 
20.参考文献 授業内に適宜紹介 

21.成績評価 

 
評価・評定については、下記①②の項目が提出要件を満たし、かつ、期日中に定められた方
法で提出されることが基本となり、③④と合わせて総合的に行います。 
①課題シート（第 12 回）        ……    10 点（1 回×10 点）  【学習目標②に対
応】 
②j 授業のふり返りシート（2 回）   ……    10 点（2 回×5 点） 【学習目標①に対
応】 
③中間テスト  （第 8 回）        ……     30 点   【学習目標③に対応】 
④総括試験  （第 15 回）         ……   50 点   【学習目標 

22.コメント 
保健医療福祉の分野で求められていることの理解に努め、「入院から在宅」への流れが進ん
でいる中、課題となっている医療と介護の連携について真剣に向き合い、専門職を目指して
ほしい。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室で、受講⽣からの質問等への対応を行う。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第 1 回】 

 
・オリエンテーション（授業の目標、内容、評価方
法、受講上の留意点等） 
・保健医療福祉行政論を学ぶにあたって。 
講義「保健医療福祉行政の基本となるもの」 教科書
p.2〜18 
・保健医療福祉行政の理念や公衆衛⽣の定義を理解す
る。 
・保健医療福祉行政の目指すものを理解する。 
 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 2 回】 

 
講義「保健医療福祉制度の変遷」  教科書 p.22〜58 
・保健医療福祉制度の変遷を理解する。 
 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 3 回】 

講義「保健医療福祉行政の仕組みと役割」 教科書
p.60〜78 
・保健医療福祉行政の体系と役割について学ぶ。 
・行政における保健師の役割と活動を理解する。 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 4 回】 

講義「保健医療福祉行政の財政」 教科書 p.79〜93 
・財政の役割・機能と国及び地方公共団体の仕組みを
理解する。 
・公衆衛⽣に関する国際的な活動を理解する。 
「ふり返りシートは授業中に配布します」 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 5 回】 
講義「社会保障制度①」 教科書 p.124.〜153 
・日本の社会保障制度の仕組み及び医療提供体制を学
ぶ。 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 6 回】 

講義「社会保障制度②」 教科書 p.154〜167 
・介護保険制度の概要について学ぶ。 
・地域包括ケアシステムの目指すものについて理解す
る。 
 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 7 回】 

講義「社会保障制度③」 教科書 p.168〜177 
・公的年金制度及び労働保険、公的扶助（⽣活保護）
制度を学ぶ。 
 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…中間テストに備え今回までの整理 

【第 8 回】 
中間テスト…これまでに学んだ内容について確認す
る。 
テストの内容について解説する。 

復習…試験内容の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 9 回】 
講義「社会保障制度④」 教科書 p.178〜186 
・社会福祉の制度（高齢者福祉、障害者福祉、児童福
祉）の現状と方向性について学ぶ。 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 10 回】 

講義「社会保障制度⑤」 教科書 p.187〜188 
・成年後見制度と日常⽣活自⽴支援事業（福祉サービ
ス利用援助事業）について学ぶ。 
「ふり返りシートは授業中に配布します」 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく  
宿題…課題シートの準備 

【第 11 回】 講義「地方公共団体の保健医療福祉計画」 教科書 復習…今回の復習 



p.190〜200 
・地方公共団体では、地方自治法に基づく市町村総合
計画を柱として、さまざまな分野の計画を策定してい
ることを理解する。 
・各計画の整合性と指針に当たっての連携が重要であ
ることを学ぶ。 

     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 12 回】 

講義「保健医療福祉計画の策定プロセス・推進と評
価」 
                     教科書
p201〜248 
・計画の策定プロセス・評価の進め方について学ぶ。 
「課題シートは授業中に配布」 

宿題…課題シートの作成 
復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 

【第 13 回】 

講義「地域保健行政と保健師活動」 教科書 p.96〜
121 
・地域保健の体系について理解する。 
・保健所と市町村保健センターの役割分担と相違点を
学ぶ。 

課題シートの提出 
復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…教科書を読んでおく 
 

【第 14 回】 
講義「保健医療福祉行政論のまとめ」 プリント 
・保健医療福祉行政の基礎的なことの理解を深める。 
・これまでの学びのまとめを行う。 

復習…今回の復習 
     授業ノートの整理 
予習…今回までの総まとめ 
 

【第 15 回】 総括試験 
復習…総括試験の復習 
     授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS103-
A71 

2.科目名 介護概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 高校(福祉) 社会福祉士受
験資格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

我々のライフサイクルと介護の関連性について理解し、自⽴支援に向けた介護の理念や構造
のみならず、実用的な技術や介護過程における他職種との連携の実際を学んでいく。利用者
の状況や状態に応じた適切な介護技術について、福祉的観点で理論に基づいた展開が説明で
きるよう学びを深めていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、多様性理解、コミュニケーションスキルの学
修に関連しています。 
①福祉の倫理・価値に基づいた自⽴支援について説明できる。 
②利用者の状況や状態に応じた適切な介護技術を選択できる。 
③認知症高齢者と信頼関係を構築することができる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配付します。 
20.参考文献 適宜紹介します。 

21.成績評価 
■毎回のワーク：30％（学習目標①②に対応） 
■ふりかえりレポート：30％（学習目標①②③に対応） 
■最終レポート：40％（学習目標①②③に対応） 

22.コメント 
・介護概論は⽼人福祉論と同時期に履修することを推奨します。 
・資料の配付や成果物の提出は webclass を使います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

導入 
■授業の進め方や内容、評価の方法等、授業概要につ
いて説明を行う。 
・授業シラバスを持参すること（このシラバスは学び
の文脈を俯瞰できる重要な資料であり、ノートやファ
イルに添付していつでも参照できるようにしておくこ
と）。 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 2 回】 

介護の概念と範囲① 
■介護の概念と範囲 
 ・社会福祉士が介護の理解を必要とする理由 
 ・介護の概念と範囲 
 ・介護の実践構造（専門性の理解） 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 3 回】 

介護の概念と範囲② 
■介護の理念 
 ・介護の専門性を支える理念と価値 
 ・目的的価値 
 ・手段的価値 
 ・専門職倫理（ケアワーカーの価値） 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 



■介護の対象 
 ・介護の対象者 
 ・利用者の理解 
 ・⽣活の理解と家族支援 
 ・介護活動の場の理解（ケアワークとソーシャルワ
ークの共通領域として） 
■介護予防の概念  
 ・介護保険制度改正と介護予防 
 ・介護予防の対象と基本的な考え方 
 ・これからの介護予防 
■今後に向けた介護人材確保対策について 
 ・介護人材のキャリアパス 
 ・「福祉人材確保対策検討会」における議論 

【第 4 回】 

介護過程① 
■介護過程の概要 
 ・介護過程と社会福祉士の関係 
 ・介護過程のなかで⽴案される介護計画 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 5 回】 

介護過程② 
■介護過程の展開技法 
 ・介護過程におけるアセスメントの視点と対象 
 ・介護過程の元となる「事実」と情報 
 ・介護過程の展開の実際 
 ・サービスの決定は⽣活の決定であること 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 6 回】 

介護各論①-1 
■自⽴に向けた介護 
 ・自⽴支援としての介護の展開 
 ・自⽴した日常⽣活とは何か 
 ・高齢者の理解と自⽴支援 
 ・自⽴を支える介護・妨げる介護 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 7 回】 
介護各論①-2 
■家事における自⽴支援 
 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 8 回】 

介護各論①-3 
■身支度・移動・睡眠の介護 
 ・身支度の介護 
 ・移動の介護 
 ・睡眠の介護 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 9 回】 

介護各論①-4 
■食事・口腔衛⽣の介護 
 ・食への支援をするにあたって 
 ・口腔ケアの支援をするにあたって 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 10 回】 
介護各論①-5 
■入浴・清潔・排泄の介護 
 ・入浴の介護 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 



 ・清潔の介護 
 ・排泄の介護 

【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分）  
・ポスタープレゼンテーションの準備を進め
ておく。（120 分） 

【第 11 回】 

介護各論②-1 
■認知症ケア 
 ・認知症の理解 
 ・認知症の諸症状と認知症介護の困難さ 
 ・認知症高齢者とその家族を支える 
 ・オレンジプランの策定と地域での連携体制 
 ・認知症ケアの実際 
 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分）  
・ポスタープレゼンテーションの準備を進め
ておく。（120 分） 

【第 12 回】 

介護各論②-2 
■終末期ケア 
 ・終末期ケアをめぐる概念の変遷 
 ・高齢者の終末期の特徴 
 ・高齢者の終末期ケアの基本的な考え方 
 ・高齢者の終末期ケアの具体的展開 
 ・終末期ケアの実際 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分）  
・ポスタープレゼンテーションの準備を進め
ておく。（120 分） 

【第 13 回】 
＊ポスタープレゼンテーション（30） 
「施設に入居する認知症高齢者への適切な介護技術」 
 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 14 回】 

介護各論②-3 
■住環境 
 ・家族との関係や居住環境を考える（日常⽣活にお
ける心地よい⽣活を支える居住環境） 
 ・高齢者に対する住環境整備（住環境にあるバリア
をなくす） 
 ・高齢者の住宅問題を理解する（わが国の高齢化の
スピードについていけない住宅状況） 
 ・在宅⽣活継続の住環境整備と課題を学ぶ（住宅を
起点として継続する日常⽣活圏における高齢期の⽣
活） 

【今回の復習】 
授業ノート（授業内容・まとめ）を完成させ
る（120 分） 
【次回の予習】 
・次回のキーワードしらべ（60 分） 

【第 15 回】 

近未来の高齢者福祉課題 
・近未来の高齢者が直面する課題 
・求められる高齢者の社会活動支援システム 
・高齢者を対象とした勤労・学習支援システムの必要
性 
・予防システムなど、投資的社会システムとしての高
齢者福祉の推進 
＊最終レポート（40） 

【提出物】 
・最終レポート 
・ふりかえりレポート 
・webclass への投稿 
【今回の復習】 
・学びのまとめをする（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS203-
Y01 

2.科目名 コミュニケーション演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義および演習 

16.履修制限 

※教育効果を低めいないために受講者を 20 名程に制限する。 
※履修者が多い場合には抽選を行う。 
  その際、産業・消費者心理学専攻。学⽣メンター、COC、あじあん祭実行委員などの学
内業務経験のある学⽣、志望している学⽣を優先する。 

17.授業の目的と概要 

コミュニケーション力およびプレゼンテーション力は、社会人にとって必要不可欠な能力で
ある。 
コミュニケーションでは、言語によるものだけでなく、非言語的な要素もメッセージとな
る。メッセージの送り手だけでなく、受け手にはそれを読み取る力が求められる。それに加
え、コミュニケーション場面で⽣じる様々な心理学的問題を理解し、その知識を活かした効
果的なコミュニケーションスキルが必要である。 
本科目では「コミュニケーションのスキル」を身につけるため様々な演習を実施する。 
また、コミュニケーションとともにプレゼンテーション 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマ・ポリシー）の（1）自律性（3）多様性理解（4）問
題発見・解決力、（5）コミュニケーションスキルの学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①コミュニケーションに必要な力・技能を理解し、会話時、プレゼンテーションにおいて適
切に自己表現をすることができるようになる。 
②コミュニケーションに必要な力・技能を身につけ、積極的に他者と交流することができる
ようになる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配布する 
20.参考文献 橋本 剛著 (2008). 『大学⽣のためのソーシャルスキル』 サイエンス社. 

21.成績評価 
①プレゼンテーション・グループワーク：40% 
②プレゼンテーション・グループワークの振り返り：40% 
③レポート：20％ 

22.コメント 

※科目名のとおり、コミュニケーションの授業であり、課されるワークに積極的に参加する
ことが求められる。 
※プレゼン、ディスカッション、などとにかく話すことが前提である。 
※ワークの中には恥ずかしさを感じるものが多々あるので十分に注意されたい。 

23.オフィスアワー 水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

ガイダンス 
 授業内容・学習目標・授業の進め方などを説明す
る。 
 コミュニケーション・プレゼンテーションにおける
自身の能力について理解する 

授業で出された課題について調べる。 

第 2 回 
コミュニケーションとは？ 
 コミュニケーションに必要なものについて議論し、

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 



発表する。 

第 3 回 
コミュニケーションの基礎スキル 
 コミュニケーションスキルの基礎について解説す
る。 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 4 回 自己主張のスキル① 
 自分の考えを主張するｽｷﾙを高めるワークを行う。 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 5 回 
自己主張のスキル② 
 自分の考えを主張するｽｷﾙを高めるワークを行う。 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 6 回 
意見交換のスキル① 
 主張・聴く、ディスカッションについて学ぶ 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 7 回 
非言語コミュニケーション：感情表現と読解① 
 非言語コミュニケーションの重要性、表情からの
「感情の解読」スキルについて学ぶ。 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 8 回 
プレゼンテーションのスキル① 
 プレゼンテーションスキルを実践する 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 9 回 
意見交換のスキル② 
 主張・聴く、ディスカッションについて学ぶ 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 10 回 
プレゼンテーションのスキル② 
 プレゼンテーションにおける非言語情報の重要性に
ついて学ぶ。 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 11 回 
対人信頼感とコミュニケーション 
 他者を信頼することの大切さを学ぶ 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 12 回 共同作業のスキル① 
 チームビルディングのためのスキルを学ぶ 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 13 回 
共同作業のスキル② 
 チームビルディングのためのスキルを学ぶ 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 14 回 
非言語コミュニケーション：感情表現と読解② 
 非言語によるコミュニケーションスキルを高める 

授業での自身のパフォーマンスについて振り
返りを行う。 

第 15 回 
まとめ：よりよいコミュニケーションを目指して 
 振り返りをおこなう。 

自分のコミュニケーションを振り返る。 
最終レポートに取り組む。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS205-
Y01 

2.科目名 キャリア心理学 （17 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 富田瑛智、板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
認定心理士 
公認心理師 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は⽣涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人⽣およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で⽣じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で⽣じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

成績評価は、金曜 2 限 50％と月曜 4 限 50％を合わせて 100％です。 
【金曜 2 限】富田（主に組織心理学を担当） 
1．各回の 1minutepaper：1％×14 回=14%（学習目標の②③④に対応） 
2．グループワーク時の相互評価：3%×4 回=12%（学習目標の①②③④に対応） 
2，到達度確認テスト：24％×1 回=24%（学習目標の①②③④に対応） 
【月曜 4 限】板山（主に消費者心理学を担当） 
1．各回のミニレポート: 2％×14 回＝28％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：22％（学習目標の①②③ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 板山：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【第 1 回】ガイダンス：産業・組織心理学の歴史 
  
【第 2 回】ガイダンス：産業・組織心理学とは 

 

第 2 回 
【第 3 回】産業・組織心理学の研究領域 
 【第 4 回】説得における態度とは何か、説得の影響
力 

 

第 3 回 【第 5 回】採用と就職Ⅰ：採用計画  



 【第 6 回】社会的証明とネットレビューの心理学 

第 4 回 
【第 7 回】採用と就職Ⅱ 募集活動 
【第 8 回】ネガティブポイントをポジティブに見せ
る方法 

 

第 5 回 

【第 9 回】モチベーションⅠ モチベーションとは
何か 
【第 10 回】承諾を得やすくするためのユニットアス
キング 

 

第 6 回 
【第 11 回】モチベーションⅡ 内容理論 
【第 12 回】説得時における数字の効果 

 

第 7 回 
【第 13 回】モチベーションⅢ 過程理論 
【第 14 回】従業員のモチベーションを高める心理学  

第 8 回 
【第 15 回】リーダーシップⅠ リーダーシップの特
性論 
【第 16 回】職場のコミュニケーション 

 

第 9 回 
【第 17 回】リーダーシップⅡ リーダーシップの行
動論 
【第 18 回】特典付加の心理学 

 

第 10 回 
【第 19 回】リーダーシップⅢ 現代のリーダーシッ
プ論 
【第 20 回】広告・マーケティング① 

 

第 11 回 
【第 21 回】ストレスⅠ ストレスとは何か 
【第 22 回】広告・マーケティング② 

 

第 12 回 
【第 23 回】ストレスⅡ 職業性ストレス 
【第 24 回】心理的財布と支払い  

第 13 回 
【第 25 回】ストレスⅢ メンタルヘルスとストレス
コーピング 
【第 26 回】苦情行動・クレーマー 

 

第 14 回 
【第 27 回】キャリアとキャリア発達 
【第 28 回】ラストシーンの心理学  

第 15 回 【第 29 回】到達度確認テスト 
【第 30 回】到達度確認テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS205-
m01 

2.科目名 キャリア心理学 （17 ⽣） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 板山昂、富田瑛智 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 人間心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 認定心理士 
公認心理師 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は⽣涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人⽣およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で⽣じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で⽣じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

成績評価は、⽕曜 5 限 50％と木曜 3 限 50％を合わせて 100％です。 
【月曜 1 限】富田（主に組織心理学を担当） 
1．各回の 1minutepaper：1％×14 回=14%（学習目標の②③④に対応） 
2．グループワーク時の相互評価：3%×4 回=12%（学習目標の①②③④に対応） 
2，到達度確認テスト：24％×1 回=24%（学習目標の①②③④に対応） 
【月曜 4 限】板山（主に消費者心理学を担当） 
1．各回のミニレポート: 2％×14 回＝28％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：22％（学習目標の①②③ 

22.コメント 
【月４：板山】授業毎に webclass でミニレポートを課しますので、授業時間中に提出して
ください。 
 出題に対して授業内容を踏まえた適切な回答が記述できているかを評価します。 

23.オフィスアワー 板山：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【第 1 回】ガイダンス：産業・組織心理学の歴史 
  
【第 2 回】ガイダンス：産業・組織心理学とは 

 

第 2 回 
【第 3 回】産業・組織心理学の研究領域 
 【第 4 回】説得における態度とは何か、説得の影響
力 

 



第 3 回 
【第 5 回】採用と就職Ⅰ：採用計画 
 【第 6 回】社会的証明とネットレビューの心理学 

 

第 4 回 
【第 7 回】採用と就職Ⅱ 募集活動 
【第 8 回】ネガティブポイントをポジティブに見せ
る方法 

 

第 5 回 

【第 9 回】モチベーションⅠ モチベーションとは
何か 
【第 10 回】承諾を得やすくするためのユニットアス
キング 

 

第 6 回 【第 11 回】モチベーションⅡ 内容理論 
【第 12 回】説得時における数字の効果 

 

第 7 回 
【第 13 回】モチベーションⅢ 過程理論 
【第 14 回】従業員のモチベーションを高める心理学 

 

第 8 回 
【第 15 回】リーダーシップⅠ リーダーシップの特
性論 
【第 16 回】職場のコミュニケーション 

 

第 9 回 
【第 17 回】リーダーシップⅡ リーダーシップの行
動論 
【第 18 回】特典付加の心理学 

 

第 10 回 
【第 19 回】リーダーシップⅢ 現代のリーダーシッ
プ論 
【第 20 回】広告・マーケティング① 

 

第 11 回 【第 21 回】ストレスⅠ ストレスとは何か 
【第 22 回】広告・マーケティング② 

 

第 12 回 
【第 23 回】ストレスⅡ 職業性ストレス 
【第 24 回】心理的財布と支払い 

 

第 13 回 
【第 25 回】ストレスⅢ メンタルヘルスとストレス
コーピング 
【第 26 回】苦情行動・クレーマー 

 

第 14 回 
【第 27 回】キャリアとキャリア発達 
【第 28 回】ラストシーンの心理学 

 

第 15 回 
【第 29 回】到達度確認テスト 
【第 30 回】到達度確認テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS206-
Y01 

2.科目名 産業・組織心理学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 富田瑛智、板山昂 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
認定心理士 
公認心理師 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は⽣涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人⽣およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で⽣じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で⽣じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

成績評価は、金曜 2 限 50％と月曜 4 限 50％を合わせて 100％です。 
【金曜 2 限】富田（主に組織心理学を担当） 
1．各回の 1minutepaper：1％×14 回=14%（学習目標の②③④に対応） 
2．グループワーク時の相互評価：3%×4 回=12%（学習目標の①②③④に対応） 
2，到達度確認テスト：24％×1 回=24%（学習目標の①②③④に対応） 
【月曜 4 限】板山（主に消費者心理学を担当） 
1．各回のミニレポート: 2％×14 回＝28％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：22％（学習目標の①②③ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 板山：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【第 1 回】ガイダンス：産業・組織心理学の歴史 
  
【第 2 回】ガイダンス：産業・組織心理学とは 

 

第 2 回 
【第 3 回】産業・組織心理学の研究領域 
 【第 4 回】説得における態度とは何か、説得の影響
力 

 

第 3 回 【第 5 回】採用と就職Ⅰ：採用計画  



 【第 6 回】社会的証明とネットレビューの心理学 

第 4 回 
【第 7 回】採用と就職Ⅱ 募集活動 
【第 8 回】ネガティブポイントをポジティブに見せ
る方法 

 

第 5 回 

【第 9 回】モチベーションⅠ モチベーションとは
何か 
【第 10 回】承諾を得やすくするためのユニットアス
キング 

 

第 6 回 
【第 11 回】モチベーションⅡ 内容理論 
【第 12 回】説得時における数字の効果 

 

第 7 回 
【第 13 回】モチベーションⅢ 過程理論 
【第 14 回】従業員のモチベーションを高める心理学  

第 8 回 
【第 15 回】リーダーシップⅠ リーダーシップの特
性論 
【第 16 回】職場のコミュニケーション 

 

第 9 回 
【第 17 回】リーダーシップⅡ リーダーシップの行
動論 
【第 18 回】特典付加の心理学 

 

第 10 回 
【第 19 回】リーダーシップⅢ 現代のリーダーシッ
プ論 
【第 20 回】広告・マーケティング① 

 

第 11 回 
【第 21 回】ストレスⅠ ストレスとは何か 
【第 22 回】広告・マーケティング② 

 

第 12 回 
【第 23 回】ストレスⅡ 職業性ストレス 
【第 24 回】心理的財布と支払い  

第 13 回 
【第 25 回】ストレスⅢ メンタルヘルスとストレス
コーピング 
【第 26 回】苦情行動・クレーマー 

 

第 14 回 
【第 27 回】キャリアとキャリア発達 
【第 28 回】ラストシーンの心理学  

第 15 回 【第 29 回】到達度確認テスト 
【第 30 回】到達度確認テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS206-
m01 

2.科目名 産業・組織心理学 3.単位数 4 

4.授業担当教員 板山昂、富田瑛智 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
人間心理学科 
心理学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 
認定心理士 
公認心理師 11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

職業選択からはじまり、職業、会社組織での役割などの社会と個人との関係は⽣涯にわたっ
て続き、絶えず変化していく。自らの人⽣およびキャリアを考え、それをデザインしていく
うえにおいて必要な心理学的知識を習得するとともに、自らの内面を捉える論理的思考力を
身につける。 
また、消費者の心理やビジネスコミュニケーションを学ぶとともに、職場環境の中で⽣じる
様々な問題とそれに対処するための知識を身につける。本授業では、このような観点からキ
ャリアにまつわる心理学的な知見を学ぶ。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（1）自律性（2）社会的貢献性（3）多様性理解（4）問題発見・
解決力、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①産業・組織心理学が扱う、諸領域の基礎的な理論について説明できる。 
②組織の中で⽣じる人の行動や、様々な問題とそれに必要な支援について具体的に理解し、
説明できる。 
③消費者の購買行動の規定因に関わる心理について理解し、説明できる。 
④産業・組織心理学の知見を自分自身の就業・キャリア発展に活かすことができる。 

19.教科書・教材 webclass にレジュメをアップしますので、授業開始までに印刷しておくこと。 
20.参考文献 適宜紹介する 

21.成績評価 

成績評価は、⽕曜 5 限 50％と木曜 3 限 50％を合わせて 100％です。 
【月曜 1 限】富田（主に組織心理学を担当） 
1．各回の 1minutepaper：1％×14 回=14%（学習目標の②③④に対応） 
2．グループワーク時の相互評価：3%×4 回=12%（学習目標の①②③④に対応） 
2，到達度確認テスト：24％×1 回=24%（学習目標の①②③④に対応） 
【月曜 4 限】板山（主に消費者心理学を担当） 
1．各回のミニレポート: 2％×14 回＝28％（学習目標の②③④に対応） 
2．到達度確認テスト：22％（学習目標の①②③ 

22.コメント  
23.オフィスアワー 板山：水曜昼休み 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
【第 1 回】ガイダンス：産業・組織心理学の歴史 
  
【第 2 回】ガイダンス：産業・組織心理学とは 

 

第 2 回 
【第 3 回】産業・組織心理学の研究領域 
 【第 4 回】説得における態度とは何か、説得の影響
力 

 

第 3 回 【第 5 回】採用と就職Ⅰ：採用計画  



 【第 6 回】社会的証明とネットレビューの心理学 

第 4 回 
【第 7 回】採用と就職Ⅱ 募集活動 
【第 8 回】ネガティブポイントをポジティブに見せ
る方法 

 

第 5 回 

【第 9 回】モチベーションⅠ モチベーションとは
何か 
【第 10 回】承諾を得やすくするためのユニットアス
キング 

 

第 6 回 
【第 11 回】モチベーションⅡ 内容理論 
【第 12 回】説得時における数字の効果 

 

第 7 回 
【第 13 回】モチベーションⅢ 過程理論 
【第 14 回】従業員のモチベーションを高める心理学  

第 8 回 
【第 15 回】リーダーシップⅠ リーダーシップの特
性論 
【第 16 回】職場のコミュニケーション 

 

第 9 回 
【第 17 回】リーダーシップⅡ リーダーシップの行
動論 
【第 18 回】特典付加の心理学 

 

第 10 回 
【第 19 回】リーダーシップⅢ 現代のリーダーシッ
プ論 
【第 20 回】広告・マーケティング① 

 

第 11 回 
【第 21 回】ストレスⅠ ストレスとは何か 
【第 22 回】広告・マーケティング② 

 

第 12 回 
【第 23 回】ストレスⅡ 職業性ストレス 
【第 24 回】心理的財布と支払い  

第 13 回 
【第 25 回】ストレスⅢ メンタルヘルスとストレス
コーピング 
【第 26 回】苦情行動・クレーマー 

 

第 14 回 
【第 27 回】キャリアとキャリア発達 
【第 28 回】ラストシーンの心理学  

第 15 回 【第 29 回】到達度確認テスト 
【第 30 回】到達度確認テスト 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS207-
A01 

2.科目名 ソーシャルワーク論Ⅰ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本秀樹 

5.授業科目の区分 基幹科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件 社会福祉士国家試験受験資
格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本講義ではソーシャルワーカーに求められる、社会福祉援助技術の基本的な価値と知識の修
得を目指します。学習の対象となる領域は、ソーシャルワークの価値や倫理、概念・歴史・
理論と実際など多岐に渡りますが、具体的な事例を紹介しながら理解を進めていきます。く
らしの安全・安心のために、ソーシャルワークがどのように用いられるのかについて、考え
を深めていきましょう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、問題発見・解決力の学修に関連しています。 
①ソーシャルワークの歴史的発展過程と社会的背景の関連を説明することができる。 
②ソーシャルワークの基本的な特質をあげることができる。 
③社会福祉の価値に基づいた倫理的なソーシャルワークのあり方を考えることができる。 

19.教科書・教材 適宜配付します。 

20.参考文献 
日本ソーシャルワーク教育学校連盟編（2021）「ソーシャルワークの基盤と専門職（共通・
社会専門）」中央法規出版 
ISBN:9784805882412 

21.成績評価 

■学びのふりかえり：30％ 学習目標①② 
■学びのノート：40％ 学習目標①② 
■ふりかえりレポート：30％ 学習目標①②③ 
・学習目標の 3 つの観点に照らし合わせて学びのふりかえりを行います。 

22.コメント 
・対人援助の専門職に求められる態度特性を身につけるために、授業の中にグループワーク
やペアワークを取り入れます。 
・資料や成果物の提出は webclass を使います。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 
4/14 
 

■社会福祉士の役割と意義 
・授業の進め方や内容、評価方法の説明 
・授業シラバスを持参 
 ・シラバスは学びの文脈を俯瞰できる重要な資料で
す。ノートやファイルに添付していつでも参照できる
ようにしておきましょう。 
■現代社会と地域⽣活 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 
4/21 

■ソーシャルワークの概念 
■ソーシャルワークの構成要素 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 5 回】 ■ソーシャルワークの源流 【今回の復習】 



【第 6 回】  
4/28 

■ソーシャルワークの基礎確⽴期（〜1930 年代） ・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 
5/12 

■ソーシャルワークの発展期（1940 代〜50 年代半
ば） 
■ソーシャルワークの展開期（1950 年代半ば〜1960
年代以降） 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 
5/19 

■ソーシャルワークの統合化とジェネラリスト・ソー
シャルワーク 
■ソーシャルワーカーと価値 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 
5/26 

■ソーシャルワーク実践と価値 
■ソーシャルワーク実践と権利擁護 
 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 
6/2 

■クライエントの尊厳と自己決定 
■ノーマライゼーションと社会的包摂 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 
6/9 

■専門職倫理の概念 
■倫理綱領の意義と内容 
 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 
6/16 

■ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ 
■「総合的かつ包括的な相談援助」の動向とその背景 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 
6/23 

■地域を基盤としたソーシャルワークの基本的視座 
■地域を基盤としたソーシャルワークの八つの機能 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 21 回】 ■ジェネラリスト・ソーシャルワークの意義と基本的 【今回の復習】 



【第 22 回】 
6/30 

視点 
■ジェネラリスト・ソーシャルワークの特質 
 

・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 23 回】 
【第 24 回】 
7/7 

■相談援助専門職の概念／相談援助専門職の範囲 
■諸外国の動向 
 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 25 回】 
【第 26 回】 
7/14 

■個と地域の一体的支援機能 
■予防機能 
■新しいニーズへの対応機能 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 27 回】 
【第 28 回】 
7/21 

■総合的支援機能 
■多問題家族への支援 
■権利擁護機能 

【今回の復習】 
・要点を整理して授業ノートにまとめる
（90 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む 
【次回の予習】 
・次回のキーワードを調べる（90 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 
7/28 

■社会資源開発機能 
■学びのまとめ 
・これまでの学びを総括する。 
■まとめのレポート：40％ 学習目標①② 
■ふりかえりレポート：30％ 学習目標①②③ 
・学習目標の 3 つの観点に照らし合わせて学びのふ
りかえりを行う 
・webclass に提出する 

【提出物】 
・学びのまとめのレポート 
・ふりかえりレポート 
【今回の復習】 
・学びのまとめをする（180 分） 
・確認テストでできなかったところを復習す
る（180 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS301-
A01 

2.科目名 社会福祉援助技術論Ⅲ 3.単位数 4 

4.授業担当教員 田嶋⾹苗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科 9.履修学年 3 年〜 

10.取得資格の要件 社会福祉士国家試験受験資
格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ソーシャルワーカーが対応する⽣活課題は、近年ますます多様化・深刻化しており、高度な
実践力が求められるようになっています。対人援助の専門職になりゆくためには、ソーシャ
ルワークの価値を基盤に、理論的な裏づけのある技術を身につけ、実践できることが求めら
れます。本科目は、相談援助実践を行う上で必要な相談援助の理論と方法について、ソーシ
ャルワークの価値・知識・技術と、具体的な実践場面を関連づけながら理解することを目的
とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマポリシー）の 4（問題発見・解決力）、5（コミュニケ
ーションスキル）、6（専門知識・技術の活用力）の学修に関連しています。 
①価値・倫理、知識に基づいた相談援助の技術について説明できる。 
②相談援助の理論と方法を活用しながら、クライエントの抱える⽣活課題への対応や解決方
法を考えることができる。 
③実際の援助場面と関連づけながら、相談援助の理論と方法について説明できる。 

19.教科書・教材 適宜資料を配付します。 

20.参考文献 

・岩間伸之（2014）『支援困難事例と向き合う 18 事例から学ぶ援助の視点と方法』中央法
規出版 
・田中英樹・中野信彦編（2013）『ソーシャルワーク演習のための 88 事例 実践につなぐ
理論と技法を学ぶ』中央法規出版 

21.成績評価 

【小テスト】10％ 
・ソーシャルワークの実践モデル/アプローチ、社会資源の活用/調整/開発、ネットワーキ
ングに関する基礎知識に関する問題を出題します。 
・webclass で実施します。 
【ワークシート】40％ 
授業中に扱う事例等について各自で作成し、次回授業時までに提出していただきます。 
【最終レポート】40％ 
・テーマ：ソーシャルワーカーが直面する問題に対する解決方法の提案 
・指定する事例に対して、これまでに学習した理論・方法を用いて問題を分析し、具体的な
解決方法を提案していただきます。 
・文字数は 2, 

22.コメント 

・講義に加え、グループワークの時間を多く設けます。 
・ワークシート等は授業内に回収するほか、webclass 等へ投稿していただくこともありま
す（その都度指示します）。 
・授業は極力欠席しないようにしましょう。欠席した日のワークシートは提出することがで
きません。小テストや最終レポートに取り組むことも難しくなりますので、成績に大きな影
響があります。 

23.オフィスアワー 授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等へ対応する 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



第 1・2 回 ・授業の進め方、内容、シラバスの説明 
・相談援助における対象の理解 

★シラバスを手元に準備しておいてください 
【今回の復習】 
・配付資料をもとに要点を授業ノートにまと
めておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 3・4 回 

・社会福祉士の倫理綱領、および行動規範 
・対人援助が依拠する価値へのアプローチ 
・支援困難事例を通じて対人援助の価値について考え
る 

【今回の復習】 
・配付資料をもとに要点を授業ノートにまと
めておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 5・6 回 
・実践モデルやアプローチを学ぶ意義・全体像 
・治療モデル、⽣活モデル、ストレングスモデル 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 7・8 回 
・心理社会的アプローチ 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 9・10 回 ・問題解決アプローチ 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 
・小テストに備えて配付資料や授業ノートを
再確認しておく 

第 11・12 回 
・課題中心アプローチ 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 
・小テスト①（★配付資料、授業ノート閲覧可能） 

★これまでの授業内で配付された資料、授業
ノートを持参すること 
 【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 13・14 回 
・危機介入アプローチ 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 15・16 回 ・行動変容アプローチ 【今回の復習】 



・事例検討シートを用いたグループディスカッション ・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 17・18 回 ・エコロジカルアプローチ 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 19・20 回 
・エンパワメントアプロ―チ 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 21・22 回 ・ナラティブアプローチ 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 
・小テストに備えて配付資料や授業ノートを
再確認しておく 

第 23・24 回 
・システム理論と家族システム 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 
・小テスト② 

★これまでの授業内で配付された資料、授業
ノートを持参すること 
【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 25・26 回 
・チームアプローチとネットワーキング① 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 
【次回の予習】 
・次回の学習内容に関連するキーワードを調
べる（毎回指示します） 

第 27・28 回 
・チームアプローチとネットワーキング② 
・事例検討シートを用いたグループディスカッション 

【今回の復習】 
・配付資料、作成した事例検討シートをもと
に要点を授業ノートにまとめておく 

第 29・30 回 
・授業のふりかえり 
・ふりかえり表の作成と提出 

★授業内で配付された資料、授業ノートを持
参すること 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS302-
A01 

2.科目名 相談援助演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 春木裕美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 社会福祉士国家試験受験資
格 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ソーシャルワーカーに求められる相談援助に係る知識と技術について、自己覚知をはじめ、
基本的なコミュニケーション技術や面接技術の習得を目指します。他の科目との関連性も視
野に入れつつ、個別指導と集団指導を通し、具体的な援助場面を想定した実技指導を中心と
する演習を行います。学びを通して、社会福祉士の専門職としての持続可能性について理解
を深めていきます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、多様性理解、コミュニケーションスキルの学
修に関連しています。 
①基本的なコミュニケーション技法を用いることができる。 
②自己覚知に基づいた行動修正ができる。 
③社会福祉の実践的価値に基づいた考察を深めることができる。 

19.教科書・教材 ・適宜配付します。 
20.参考文献  

21.成績評価 

■学びのふりかえり 30％ 学習目標①② 
・webclass 
■最終レポート 40％ 学習目標③ 
テーマ：「ひきこもり高齢者へのアウトリーチに効果的な相談援助技術を論じなさい。」 
・授業での学びとその他の科目を横断的に結びつける。 
・webclass  
■ふりかえりレポート：30％ 学習目標①②③ 
・学習目標の 3 つの観点で学びのふりかえりを行う 
・webclass 

22.コメント ・資料の配付や成果物の提出には webclass を使います。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
【第 2 回】 

ガイダンスとクラスメンバーの理解 
・授業の進め方や内容、評価の方法について説明を行
う 
・授業シラバス必携。このシラバスは学びの文脈を俯
瞰できる重要な資料であり、ノートやファイルに添付
していつでも参照できるようにしておくこと 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーでシラバスの内容を確認
して授業の全体像を理解しておく（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 3 回】 
【第 4 回】 

自己覚知①② 
・自己を客観的に理解する 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む



（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 5 回】 
【第 6 回】 

自己覚知③④ 
・自己と自己に影響を与えた背景について理解する 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 7 回】 
【第 8 回】 

価値観の相違①② 
・自他の価値観とその相違について学ぶ 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 9 回】 
【第 10 回】 

個人の価値観と専門職の価値③④ 
・個人の価値観と専門職の価値（社会福祉士の倫理綱
領）について学ぶ 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 11 回】 
【第 12 回】 

社会福祉士の行動規範①② 
・社会福祉士の倫理綱領と行動規範について考える 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 13 回】 
【第 14 回】 

基本的なコミュニケーション①② 
・クライエントに対する姿勢や距離の取り方について
学ぶ 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて



おく（90 分） 

【第 15 回】 
【第 16 回】 

基本的なコミュニケーション技術③④ 
・ボイスメッセージの点検を行う 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 17 回】 
【第 18 回】 

基本的な面接技術①② 
・相談援助における面接の目的と特性について学ぶ 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 19 回】 
【第 20 回】 

基本的な面接技術③④ 
・面接における基本的応答技法を学ぶ 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 

【第 21 回】 
【第 22 回】 

マッピング技法①② 
・エコマップ、ジェノグラムの書き方を学ぶ 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 
【最終レポートに向けて】 
・最終レポートの執筆をすすめる 

【第 23 回】 
【第 24 回】 

記録の方法①② 
・観察記録の方法について学ぶ 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 



【最終レポートに向けて】 
・最終レポートの執筆をすすめる 

【第 25 回】 
【第 26 回】 

記録の方法③④ 
・宿題の観察記録をもとに記録した内容の点検と改善
を行う 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
・webclass で学びのふりかえりに取組む
（90 分） 
【次回の予習】 
・授業テーマに関連するキーワードを調べて
おく（90 分） 
【最終レポートに向けて】 
・最終レポートの執筆をすすめる 

【第 27 回】 
【第 28 回】 

ソーシャルワーカーとしての自己課題 
・これまでの学びを踏まえて、ソーシャルワーカーと
しての自己課題を検討する。 
・課題解決のための方策を具体的に設定する。 
 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
【次回の予習】 
・最終レポートの内容をクラスのメンバーで
共有する（180 分） 
・最終レポートの共有をふまえて内容を精査
し完成させる（180 分） 

【第 29 回】 
【第 30 回】 

学びのまとめ 
・学びのまとめと成果物の相互点検と修正を行う 
・最終レポート提出 
・ふりかえりレポート提出 

【今回の復習】 
・クラスのメンバーで授業の内容をふりかえ
り、学びを深めるための必要な文献を検索す
る（180 分） 
【復習】 
・相談演習で気付いた自己課題について行動
修正に向けた計画を⽴てる（180 分） 
【宿題】 
・最終レポート 
・ふりかえりレポート 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS304-
A01 

2.科目名 相談援助実習指導Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 岩本裕子 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ３年〜 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
相談援助の目的と意義、実習分野についての基本的理解を図ります。 
【概要】 
授業では、個別および集団指導を通し、社会福祉士養成課程における相談援助実習の役割、
実習分野と施設・利用者等について学習します。また、3 年⽣冬学期の相談援助実習に向け
てモチベーションを高めるとともに、自身の思い描く将来のソーシャルワーカー像を具体化
できることをめざします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の(1)自律性、(5)コミュニケーションスキル、(6)専門的知識・技能
の活用 の学修に関連しています。 
本授業は、以下の学習目標を設定しています。 
①想定される実習施設・機関の概要について説明できる 
②想定される実習施設・機関のある地域の特性について説明できる 
③社会福祉士の倫理綱領および行動規範について説明できる 
④相談援助実習のねらいを踏まえた実習動機を記述できる 
⑤自身のめざすソーシャルワーカー像を記述できる 

19.教科書・教材 適宜資料を配布します。 

20.参考文献 

・⽩澤政和・米本秀仁編（2009）日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実
習』中央法規 
・社会福祉実習研究会（2000）『社会福祉実習サブノート―初めて実習⽣となるあなたへ』
中央法規 
・小木曽宏、柏木美和子、宮本秀樹（2005）『よくわかる社会福祉現場実習』明石書店 
・栗山直子、與那嶺司（2006）『福祉実習に行くあなたのための準備本―こんなときどうす
る?』相川書房 
・社会福祉実習研究会（2001）『社会福祉の実習事例から学ぶ 実習⽣のための対人援助技
術』中央法規出版 
・対人援助実践研究会（2 

21.成績評価 

■ワークシート 30%【学習目標①と②に対応】 
・想定される実習施設・機関の概要 
・想定される実習施設・機関の地域特性 
■小テスト 10%【学習目標③に対応】 
・社会福祉士の倫理綱領および行動規範に関する小テスト 
■プレゼンテーション 20%【学習目標④に対応】 
・相談援助実習のねらいを踏まえた実習動機 
■最終レポート 30% 【学習目標⑤に対応】 
・テーマ：社会に求められる社会福祉士と自身のめざすソーシャルワーカー像 
・字数：2,000 字以上 
■ふりかえりシート 10% 



・授業の全体のふりかえり 

22.コメント 
本授業は、3 年冬学期に実施される社会福祉実習の事前学習となります。実習に向けた動機
を明確にし、自身がなりたいソーシャルワーカー像の形成をめざします。履修学⽣の積極的
で主体的な学習を期待します。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1・2 回 

授業ガイダンス 
・授業の進め方、評価方法について 
・相談援助実習の概要について 
・実習前コンピテンスチェック 

ワークシート①（120） 

第 3・4 回 
実習先の理解①実習分野について 
・実習を行う様々な分野（児童、障害、⽼人等）につ
いて理解する 

〇ワークシート②（120） 

第 5・6 回 
実習先の理解②施設、事業者、機関について 
・実習を行う施設・機関の法的根拠や事業概要につい
て理解する 

〇ワークシート③（120） 

第 7・8 回 
実習先の理解③利用者について 
・実習を行う施設・機関の利用者の実際について理解
する 

〇ワークシート④ 

第 9・10 回 
実習先の理解④関連団体、地域社会との関係について 
・実習を行う施設・機関のある地域や関連団体との連
携について理解する 

〇ワークシート⑤（120） 

第 11・12 回 実習先の理解⑤まとめ 
・ワークシートの完成と中間のふりかえり 

〇ワークシート⑥（120） 

第 13・14 回 実習経験者の話を聞く① 〇実習経験者の話を整理する（60） 
第 15・16 回 実習経験者の話を聞く② 〇実習経験者の話を整理する（60） 

第 17・18 回 
実習先で必要とされる知識・技術 
・実習施設や機関で求められる介護や保育関連業務、
相談援助業務について理解する 

〇実習動機について、300 字レポートを作成
する（120） 

第 19・20 回 
実習に向けた準備① 
・実習に向けた動機を確認する 

〇社会に求められる社会福祉士について調べ
てくる（120） 

第 21・22 回 
実習に向けた準備② 
・自身のなりたいソーシャルワーカー像をイメージす
る 

〇プレゼンテーションの準備をする（120） 

第 23・24 回 
実習に向けた準備③ 
・「相談援助実習のねらいをふまえた実習動機」に関
するプレゼンテーション 

〇実習動機を踏まえた実習先候補を検討する
（120） 

第 25・26 回 
実習先の選定① 
・個別相談 

〇実習動機を踏まえた実習先候補を検討する
（120） 

第 27・28 回 
実習先の選定② 
・個別相談 

 

第 29・30 回 
授業のふりかえり 
・これまでの授業の整理 

◇課題「最終レポート」の提出 
←７/16 に変更 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS306-
A72 

2.科目名 
社会福祉援助技術現場実習 (2019 年度⽣以
前) 

3.単位数 4 

4.授業担当教員 山本秀樹、岩本裕子、尾崎慶太、春木裕美 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 教育福祉学科福 9.履修学年 ３年〜 

10.取得資格の要件 高校教諭(福祉)、社会福祉
士 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

実習を通し相談援助に必要な知識と技術を実際的に理解する。社会福祉士として求められる
資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等総合的に対応できる能力を習得し、専門職
との連携についても理解する。 
実習指導者および実習指導担当教員の巡回指導を受け、これまで学んできた社会福祉の価
値、知識、技術を総動員して実習内容を考察し、主体的かつ意識的に学ぶ。実習中はとりわ
け以下の点に留意する。 
①利用者や関係者、施設・機関職員、地域住⺠、ボランティア等との基本的コミュニケーシ
ョンや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は DP（ディプロマポリシー）のうち、専門的知識・技能の活用力の学修に関連して
います。 
①実習目標の達成に向けた具体的な取り組みができる。 
②実習日誌の項目に沿って観察と考察を書き分けることができる。 
③スペシフィックな場面からソーシャルワークのジェネリックな側面を見出すことができ
る。 
 

19.教科書・教材 
・実習配置先の専門科目のテキスト（例：特別養護⽼人ホーム→「高齢者に対する支援と介
護保険制度」）を再度熟読しておきましょう。 

20.参考文献 
・図書館に福祉実習関連の書籍が複数あります。自己課題に照らし合わせて実習前には必ず
目を通しておきましょう。 

21.成績評価 ・実習先施設・機関による評価 50％ 
・教員による評価 50％（実習ノート、巡回指導） 

22.コメント 
実習は厚⽣労働大臣が定める指定施設で行う必要があり、実習期間は 180 時間（24 日間）
である。実習中教員が巡回もしくは帰校日を設定し、個別指導を行う。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

・実習は厚⽣労働大臣が定める「指定施設」で行う。 
・実習期間は 180 時間（24 日間） 
・実習時期 
 ・実習判定会議の結果と受け入れ先との調整により
a、b、c のパターンがある。 
 ・多くは a パターンの実習となる。 
  a：3 年⽣の冬学期期間中（2 月から 3 月） 
  b：4 年⽣の夏学期期間中（8 月から 9 月） 
  c：通年（週 2〜3 回） 
・実習期間中の指導 
 ・実習先の実習指導者（毎日） 

・実習先施設への礼状：実習終了後 1 週間
以内 
・事後レポート「実習を終えて」：実習後終
了後 1 週間以内に作成し、科目担当者へメ
ール添付で提出 
・実習ファイル：実習ノートが実習先から返
却され次第、科目担当者に提出 



 ・教員の巡回指導（2 週に 1 回） 
 ・帰校日（2 週に 1 回） 
 ・その他、メールや電話による随時指導 
・実習スケジュールの 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS401-
A01 

2.科目名 相談援助演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 尾崎慶太 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 選択 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

相談援助に係る知識と技術について、個別的な体験を一般化し、実践的なものとして習得で
きることが本科目のねらいである。相談援助実習における学⽣の個別的な体験をベースに、
集団指導並びに個別指導によって、知識と技術の定着を図っていく。具体的な授業の進め方
は、学⽣が相談援助実習で体験した、特に困難事例に着目し、個別指導とグループディスカ
ッションを行っていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は以下の学習目標を設定します。 
①実習経験の中から倫理的ジレンマに関する事例を記述できる 
②社会福祉士の倫理綱領を用いて倫理的判断を説明できる 
③事例内容に対する支援方法を、相談援助の実践モデルに関連付けて記述できる 
本授業は、学位授与方針（DP）の（1）自律性と（6）専門的知識・技能の活用力に関連し
ています。 

19.教科書・教材 各自の実習日誌 
20.参考文献  

21.成績評価 

■事例発表 20%【学習目標①に対応】 
相談援助実習で経験した体験の中から、倫理的ジレンマを感じた事例を抽出し、各自報告す
る。 
※実習を終えていない学⽣は、これまでの現場経験（インターンシップやサービスラーニン
グ、ボランティアなど）をもとにすること。 
■ワークシート 30%【学習目標②に対応】 
■小テスト 20%【学習目標③に対応】 
社会福祉士国家試験の過去問題から出題する 
■最終レポート 30%【学習目標③に対応】 
テーマ：倫理的ジレンマに対するソーシャルワーカーの関わり 
字数：2000 字以上 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1・2 回 

・オリエンテーション（授業の目的、進め方、評価方
法など） 
・実習経験から、相談援助の実際と課題についてグル
ープで共有し、報告する 

〇相談援助実習における個別的な体験（困難
を感じたもの）を事例として整理し、ワーク
シートに記入する（120 分） 

第 3・4 回 
個別指導 
・ワークシートにまとめてきた事例をもとに担当教員
と個別面談を行う 

〇事例内容を再検討する（90 分） 

第 5・6 回 
個別指導 
・ワークシートにまとめてきた事例をもとに担当教員
と個別面談を行う 

〇事例内容を再検討する（90 分） 



第 7・8 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 9・10 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 11・12 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 13・14 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 15・16 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 17・18 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 19・20 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 21・22 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 
〇最終レポート執筆（90 分） 

第 23・24 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 
〇最終レポート執筆（90 分） 

第 25・26 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 
〇最終レポート執筆（90 分） 

第 27・28 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

★最終レポート提出 
〇小テストの学習（120 分） 

第 29・30 回 ・授業のふりかえり 
・小テスト 

〇ふりかえりを e ポートフォリオに記事投
稿する（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS401-
A02 

2.科目名 相談援助演習Ⅲ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田嶋⾹苗 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 福祉学専攻 9.履修学年 ４年 
10.取得資格の要件 社会福祉士受験資格 11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 選択 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

相談援助に係る知識と技術について、個別的な体験を一般化し、実践的なものとして習得で
きることが本科目のねらいである。相談援助実習における学⽣の個別的な体験をベースに、
集団指導並びに個別指導によって、知識と技術の定着を図っていく。具体的な授業の進め方
は、学⽣が相談援助実習で体験した、特に困難事例に着目し、個別指導とグループディスカ
ッションを行っていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業は以下の学習目標を設定します。 
①実習経験の中から倫理的ジレンマに関する事例を記述できる 
②社会福祉士の倫理綱領を用いて倫理的判断を説明できる 
③事例内容に対する支援方法を、相談援助の実践モデルに関連付けて記述できる 
本授業は、学位授与方針（DP）の（1）自律性と（6）専門的知識・技能の活用力に関連し
ています。 

19.教科書・教材 各自の実習日誌 
20.参考文献  

21.成績評価 

■事例発表 20%【学習目標①に対応】 
相談援助実習で経験した体験の中から、倫理的ジレンマを感じた事例を抽出し、各自報告す
る。 
※実習を終えていない学⽣は、これまでの現場経験（インターンシップやサービスラーニン
グ、ボランティアなど）をもとにすること。 
■ワークシート 30%【学習目標②に対応】 
■小テスト 20%【学習目標③に対応】 
社会福祉士国家試験の過去問題から出題する 
■最終レポート 30%【学習目標③に対応】 
テーマ：倫理的ジレンマに対するソーシャルワーカーの関わり 
字数：2000 字以上 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1・2 回 

・オリエンテーション（授業の目的、進め方、評価方
法など） 
・実習経験から、相談援助の実際と課題についてグル
ープで共有し、報告する 

〇相談援助実習における個別的な体験（困難
を感じたもの）を事例として整理し、ワーク
シートに記入する（120 分） 

第 3・4 回 
個別指導 
・ワークシートにまとめてきた事例をもとに担当教員
と個別面談を行う 

〇事例内容を再検討する（90 分） 

第 5・6 回 
個別指導 
・ワークシートにまとめてきた事例をもとに担当教員
と個別面談を行う 

〇事例内容を再検討する（90 分） 



第 7・8 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 9・10 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 11・12 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 13・14 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 15・16 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 17・18 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 19・20 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 

第 21・22 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 
〇最終レポート執筆（90 分） 

第 23・24 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 
〇最終レポート執筆（90 分） 

第 25・26 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

〇報告のあった事例をワークシートにまとめ
整理してくる（90 分） 
〇最終レポート執筆（90 分） 

第 27・28 回 

事例検討 
・担当者による事例の報告とそれをもとにしたグルー
プディスカッション 
・国家試験過去問題の事例の検討 

★最終レポート提出 
〇小テストの学習（120 分） 

第 29・30 回 ・授業のふりかえり 
・小テスト 

〇ふりかえりを e ポートフォリオに記事投
稿する（60 分） 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS403-
A01 

2.科目名 スクールソーシャルワーク実習指導 3.単位数 1 

4.授業担当教員 ⻄野緑 

5.授業科目の区分 専攻選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 スクールソーシャルワーク
養成課程認定 

11.先修条件 スクールソーシャルワーク論とスクールソ
ーシャルワーク演習を履修済み 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義、実習計画作成 
16.履修制限 5 人程度 

17.授業の目的と概要 

【目的] この授業は、自ら課題を設定し、実習計画を作成することで、目的を持って実習に
望むことができるような意識を身につけることを目的とする。 
【概要】 
この授業は、学校での実習に向けて、学校や学校組織についての理解を深め、実習校や地域
の特徴を調べ、実習計画を作成する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（2）社会的貢献性、（4）問題発見・解決力の学修に関連してい
ます。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
① 実習校のある地域や学校の特徴を調べる。 
② 子どもや学校に関する自分の関心を深め、実習における自分の目的が発見でき
る。 
③ ①や②を踏まえて、実習計画を作成する。 
④ 自分の実習計画を授業で説明できる。 
 

19.教科書・教材 
大塚美和子・⻄野緑・峯本耕治編（2020）『「チーム学校」を実現するスクールソーシャルワ
ーク』,明石書店． 
担当者が適宜資料を用意する。 

20.参考文献 

．大塚美和子・⻄野緑・峯本耕治（2020）『「チーム学校」を実現するスクールソーシャルワ
ーク』，明石書店． 
⻄野緑（2018）『子ども虐待とスクールソーシャルワーク チーム学校を基盤とする「育む
環境」の創造』，明石書店． 
門田光司・奥村賢一(2009 年）『スクールソーシャルワーカーの仕事 学校ソーシャルワー
ク実践ガイド』中央法規 
米川和雄(2010）『スクールソーシャルワーク実習・演習テキスト』北大路書房 
 

21.成績評価 

○授業のまとめシート 20％（当日の学びのポイントと自分の考えたことをまとめ、担当教
員は毎回フィードバックする） 
○実習計画書＝40％ 
○総括試験＝40％ 
 

22.コメント 
スクールソーシャルワーク論やスクールソーシャルワーク演習を受講し、学校へ実習に行く
人を対象とする。具体的な実習校を決め、目的を持って実習を行うための準備を行い、実り
の多い実習となることをめざす。 

23.オフィスアワー 
授業の前後に教室や講師控室等で、受講⽣からの質問等への対応をする。 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

「スクールソーシャルワーク実習について」 
授業の説明 
スクールソーシャルワーク実習の意義 
 

実習の意義を復習し、自分のモチベーション
を確認する。 

第 2 回 

④グループワーク 
「スクールソーシャルワーカーの一日」  
「スクールソーシャルワーカーの一日」を知って、実
習の流れを理解する。 
 

ワークシートをまとめる。 

第 3 回 
④グループワーク 
実習計画の説明 

実習計画の内容 6 項目について、自分なり
の考えをまとめる。 

第 4 回 

④グループワーク 
講義「スクールソーシャルワークに関わる法律」と実
習計画の作成 
 

◆ノートパソコン使用◆ 
自分の関心のある法律について調べる。 

第 5 回 

④グループワーク 
「スクールソーシャルワークに関わる理論」実習計画
作成 
・実習で学びたい理論について考える。 

◆ノートパソコン使用◆ 
実習計画を進める。 

第 6 回 
④グループワーク 
講義「実習する市のネットワーク」と実習計画作成 

◆ノートパソコン使用◆ 
 ○関連する実習先の市町村の教育機関や福
祉機関やシステムについて調べる。 
 

第 7 回 
⑤プレゼンテーション 
実習計画を完成させ、クラスで発表できるようにす
る。 

◆ノートパソコン使用◆ 
実習計画を発表できるように、仕上げて、プ
レゼンテーションの練習をする。 

第 8 回 

実習計画発表会 
⑤プレゼンテーション 
「実習記録の方法についての理解」 
実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務に
ついての理解 
 

他の人の実習計画の発表を聴き、参考になっ
たことをまとめる。次回提出する。 

第 9 回 

④グループワーク 
「SSW の 1 学期の⽣活、2 学期の⽣活」 
資料をもとに、1 学期と 2 学期の ssw の活動をイメ
ージする。 
 

ワークシートを記入し、次回提出する。 

第 10 回 

⑤プレゼンテーション 
実習の振り返り 
クラスで実習日誌をもとに、発表する。 
 

実習記録の書き方を確認し、必要な場合は実
習日誌の書き方を修正する。 

第 11 回 

④グループワーク 
「SSW 実習の振り返りと学校環境・地域環境のアセ
スメント 
○自分の学校環境、中学校区環境をアセスメントす
る。 

実習日誌に学校環境や地域環境のアセスメン
トの視点を取り入れる。 



 

第 12 回 

④グループワーク 
「SSW 実習の振り返りと教室環境のアセスメント」 
○自分の実習校の教室環境をアセスメントする。 
 

実習日誌に教室環境の視点を意識して記述す
る。 

第 13 回 

⑤プレゼンテーション 
「実習の振り返りと個別事例への注目」 
 ・一人の子どもに焦点を当て、アセスメント・シー
トに記述する方法を学び、選んだ事例の概要を発表す
る。 
 

個別事例のアセスメント・シートの作成を始
める。 
 

第 14 回 

「SSW 実習を振り返って」 
④グループワーク 
 ・SSW 実習前半を振り返って、SSW 実習で得たこ
とや課題を考え、報告し合う。 
 

自分の実習と SSW 論・SSW 演習で学んだ
こと、参考書に書かれていることの共通点と
相違点を分析し、学校と SSW の活動をアセ
スメントする。 

第 15 回 
総括試験とまとめ 
 

実習指導で学んだことを実習に活かせるよう
に、実習指導の学習を振り返る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

SWS404-
A01 

2.科目名 スクールソーシャルワーク実習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ⻄野緑 

5.授業科目の区分 専攻選択 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 教育学部教育福祉学科 9.履修学年 4 年 

10.取得資格の要件 
スクールソーシャルワーク
養成課程認定 

11.先修条件 
スクールソーシャルワーク論、スクールソ
ーシャルワーク演習、スクールソーシャル
ワーク実習指導を受講済み 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 実習 
16.履修制限 5 名程度 

17.授業の目的と概要 

【目的】この授業は、自ら課題設定した実習計画に従って、学校でスクールソーシャルワー
ク実践することを目的とする。 
【概要】この授業は、実際に学校に配置されているスクールソーシャルワーカーの指導を受
けながら、学校での実習を行う。週 1 回、同じ曜日に SSW の配置されている中学校区の小
学校および中学校で実施する。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP の（2）社会的貢献性、（5）コミュニケーションスキルの学修に関
連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
・実際のクラスに入って、子どもの行動や関係性をアセスメントしながら子どもや学級全体
への支援を行う。 
・学校で行われるケース会議や支援会議に SSW と共に参加し、ケースや学校組織および
SSW の仕事への理解を深め、説明できる。 
・関係機関が参加する連携ケース会議に参加し、学校と関係機関との繋がりや課題を整理す
る。 
 

19.教科書・教材 特になし 
20.参考文献 適宜、紹介する 

21.成績評価 

①実習日誌（10 日分）40％ 
②実習校での評価 40％ 
③実習報告書の発表と総括レポート＝20％ 
 

22.コメント 

週 1 回の実習で、実際に学校に入り、子どもや教職員と関わりながら、SSW について活動
をすることは、貴重な経験となる。実習中の巡回指導や大学の授業での振り返り等で、実習
中の葛藤を乗り越え、自分と向き合う良い機会となり、大きな達成感を味わうことができ
る。 

23.オフィスアワー 
スクールソーシャルワーカーを通して、あるいは個別のメールで、受講⽣からの質問等への
対応をする。 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

⑤プレゼンテーション 
実習校訪問 
・校⻑先⽣へのあいさつ 
・実習担当教員と現場の ssw と実習⽣とで、実習の
打ち合わせ 

SSW 実習について習ったことを整理し、わ
からないことは質問できるようにする。 



  実習の動き方 
  実習の諸注意や確認事項など  
 

第 2 回 

⑥実習 
「学校になじむ」（規律遵守：状況に応じて必要なマ
ナーやルールを考え、協調的に行動する） 
 ○学校をアセスメントする。 
 

実習日誌をそできるだけ早く記述し、現場の
指導者に見てもらう。 

第 3 回 

⑥実習 
「好奇心を持つ」（知的好奇心：習得した知識・技能
と学校の現象を関連づけて、新たな疑問や関心につい
て積極的に学ぼうとする） 

学校の特徴や地域の課題など、実習計画との
差異をまとめる。 

第 4 回 
⑥実習 
多様な子どもたちに関わる際に、客観的・理性的に受
け入れ、柔軟な思考や行動ができる。 

実習日誌を書く。 

第 5 回 
⑥実習 
共感的態度：子どもの感情や思考や行動、教職員の感
情などを理解し、共感を示すことができる 

子どもや教職員に対して、共感的に関われて
いるか、自分自身を振り返る。 

第 6 回 

授業（帰校）グループワーク①   
実習で上手くいっていることと課題の整理 
グループワークで他の人の意見を聞き、自分の上手く
いっていることと課題を整理し、課題に対する方策や
対応をまとめる。 
 

友だちの実習報告を聞き、自分の実習を振り
返る。 

第 7 回 

⑥実習 
教職員や SSW から収集した情報を分析・解釈し、子
どもの行動のアセスメントに活用することができる。 
 ○観察や聞き取りや記録などから積極的に情報を収
集し、気になる子どもの行動の背景をまとめる。 
 

実習日誌を書く。 

第 8 回 

⑥実習 
客観的な事実や理論に基づいて状況を判断し、自分な
りの仮説を組み⽴てることができる。 
気になる子どもの背景から自分なりの仮説と手⽴てを
まとめる。 

実習日誌を書く。 

第 9 回 

⑥実習 
巡回指導「計画・実行力：自ら⽴てた計画の進行状況
を検証およひ修正しながら活動することができる」 
実習担当教員と現場 SSW と実習⽣とで実習を振り返
り、課題を出し、実習の検証や修正について、話し合
う。 

自分の⽴てた実習計画を見直し、場合によっ
ては実習の内容を修正する。 

第 10 回 
⑥実習 
自分の思いや考えをわかりやすく効果的に表現するた
めに、状況に応じて様々な方法を使うことができる。 

自分自身のコミュニケーションの取り方を振
り返る。 

第 11 回 
 

授業（帰校）グループワーク②  
自分の設定した課題についての発見や葛藤について話
し合う。 

グループワークを踏まえて、自分の考えをま
とめる。次回提出する。 



第 12 回 

⑥実習 
他者の発言や文章の内容を理解した上で、自分と他者
の主張の接点を見い出し、意見交換を重ね、合意に向
けて調整ができる。 

実習日誌を書く。 

第 13 回 
⑥実習 
自分で設定した目標の実現に向けて積極的に取り組
み、やり遂げられるまで継続することができる。 

自分で決めた注目児童についてのアセスメン
トシートの作成を始める。 

第 14 回 

⑤プレゼンテーション 
授業 実習報告書作成  
実習報告書を完成し、プレゼンテーションの練習をす
る。 

実習日誌に漏れがないか、最初から見直す。 

第 15 回 
⑤プレゼンテーション 
成果報告会 
実習の成果を発表し、3 年⽣への質問に答える。 

実習日誌を提出できるようにする。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2101-
Y01 

2.科目名 ホテルビジネス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの
か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。 
概要：ホテル事業は、地域の核となり、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財
は、売れる場所に製品を運ぶ、売れ残りは倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製
品・サービスは移動できません、売れ残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、⽴地、
事業形態、オペレーション、ポジショニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けること
を目指します 
授業は講義と質疑応答で構成します。 
さら 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は学習目標の DP(ディプロマポリシー）の（２）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）（４）問題発見・解決力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連していま
す。 
本科目の学修目標は次の通りである。 
①旅の歴史を通して宿泊業のビジネスを説明できる。 
②⻄洋の歴史から近代ホテル産業の変遷を説明できる。 
③ホテル業のオペレーションが説明できる。 
④ホテルをマネジメントするために何が大切か説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 鈴木博・大庭祺一郎共著『基本ホテル経営教本』柴田書店 
その他、適宜紹介します 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①第 2 回〜14 回 ミニッツペーパーの提出と理解度 30％〔学習目標①〜④に対応〕 
?小テスト 20％〔学習目標?に対応〕 
?総括試験（記述式） 50％〔学習目標?④に対応〕 
但し、総括試験で正解率 20％以下は?の点数は加算されません。 

22.コメント 
質問等はメールや WebClass 等で受け付けます。積極的に利用してください。 
講義では必ずノートを取ってください。 
＊重要 遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 
事前予約制 
月 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
講義：ガイダンス 
①何を学ぶか。?講義の進め方?目標と評価の方法な
ど 

PC またはタブレット等は全回で必要 
復習：今回の復習、授業ノートの整理 
 

第 2 回 講義：「⻄洋史における宿泊業の変遷」 復習：授業の復習とノート整理 



古代からの旅の歴史から始まり、大陸におけるホテル
業の歴史を学ぶ。 

予習：ローマ時代から産業革命までのヨーロ
ッパの歴史をノートする 
 

第 3 回 
講義：近代ホテル産業 
新大陸でのホテル事業を考察します 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：アメリカの歴史を整理してノートする 

第 4 回 
講義：「日本史から学ぶ旅と宿」 
平安時代から江⼾時代、明治以降から太平洋戦争まで
の歴史から宿の変遷を理解する 

復習：復習とノート整理復習とノート整理 
予習：平安時代以降の歴史を振返り日本歴史
をノートする 

第 5 回 
講義：「日本近代ホテル産業史」 
戦後の復興と経済成⻑からホテルの変遷を考察する 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：戦後の経済成⻑の歴史を調べノートす
る 

第 6 回 
講義：「グローバルホテルブランドとホテル事業」 
世界のホテルブランドと経営戦略を考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルブランドを web サイトで調べ
ノートする 

第 7 回 

講義：「ホテル製品・サービスと差別化戦略」 
競争の中でどの様に差別化を図り、競争優位にするか
考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルの製品・サービスの差別化とは
どの様なことか考えノートする 

第 8 回 
講義：「バジェットホテルビジネス」 
 バジェットホテルのビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：バジェットホテルを web サイトで検
索し概要をノートする 

第 9 回 

講義：「ホテル運営・経営方式」 
ホテルの運営・経営方式に焦点をあて、事業における
メリット、デメリットを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：フランチャイズシステムとはどの様な
ビジネスかを調べノートする 

第 10 回 

講義：「ホテル再⽣事業」 
事業の道を閉ざされたホテルがどの様に再⽣されたの
か事例をもとに考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：宿泊業の最近の倒産件数とその原因を
調べノートする 

第 11 回 

講義：「MICE 事業」 
MICE とはどの様なことか、観光⽴国を目指す日本の
目標の一つである MICE について考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：観光庁 HP から MICE について調べノ
ートする 

第 12 回 
講義：「ホテルにおけるブライダル事業 」 
ブライダル事業のビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル HP からブライダル事業を調べ
ノートする 

第 13 回 
講義：「ホテルのセールス＆マーケティング」 
ホテルのセールス体制やマーケティング戦略を考察す
る 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル web サイトやホテル予約サイ
トを調べ比較しノートする 

第 14 回 

講義：「ホテルと法律」 
ホテル事業はどの様な法律で規制されているのか考察
する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：旅館業法を調べその特徴をノートする 

第 15 回 振り返りと統括試験 復習：授業の復習とノート整理 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2102-
Y01 

2.科目名 ブライダルビジネス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、ブライダル業界の事情を専門的に学習します。 
この科目は、ブライダルビジネスの現状と課題を学び、プランニング、会場、サービスなど
に関する知識やスキルを統合的に活用し、課題を発見し、課題を解決するための、実践的な
ビジネス能力を身につけることを目指します。将来、企業などの観光コンテンツの創出やマ
ネジメントすることが目的です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ（ディプロマポリシー）の 2.主体的行動力、問題解決力、3.多様
な価値観受容、コミュニケーション能力、K1.地域資源の活用力の学修に関連しています。 
①日本ブライダル業界の仕組みについて概説し、各業種の役割とその特徴を説明できる。 
②客と企業の間のバランスが取れたビジネスを提案できる。 
③ブライダルビジネスの構造を理解したマネジメントができる。 
④婚礼の歴史・伝統・文化を幅広く知り、観光⽴国の日本と結び付けて考えることができ
る。 
 

19.教科書・教材 粂美奈子著『ブライダル業界の動向とカラクリがよくわかる本』秀和システム、2018 
20.参考文献  

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関
するルーブリックに基づいて評価します。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1
回目の授業内で説明します。 
１．発問、ディスカッション、ウェディングプランのアウトラインの作成及びブライダルビ
ジネスマナーの修得…25％【学修目標の①④に対応】 
２．課題１：ウェディングプランの作成（個人）…25％【学修目標の①②③に対応】 
３．課題 2：ウェディングプランの修正（個人）…25％【学修目標の①②③に対応】 
４．課題 3：ウェデ 

22.コメント 

・授業時に配布されたプリントを毎回持参してください。質問は授業終了後に教室で受け付
けます。 
フィールドワークは週末・祝日に行う場合もあります。 
※授業は進行状況と外部講師のご都合に応じて一部の内容を変更したり、順番を前後したり
することがあります。ご了承ください。 
※外部講師に対してビジネスマナーを守って行動できることが必要です。 
※課題の作成はエクセル、パワーポイント、メールのスキルが求められます。 

23.オフィスアワー 
研究室 木曜日昼 
学修支援センター 月曜日昼 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 オリエンテーション・授業課題、評価基準の説明 教科書、筆記ノート、筆記用具必須。 
 結婚とフェミニズム  
 ブライダル業界の概況  
 ブライダル業界の収益構造とタイプ別挙式のプロセス 課題１ グループ分け ウェディングプラン



（外部講師①） のアウトライン作成 

 振り返り① 課題１ ウェディングプランのアウトライン
を提出 

 
ドレスショップビジネスの現状と課題（外部講師②） 
（学外の元町付近のショップで受講する予定。服装の
注意点あり） 

 

 
人前式の流れと披露宴司会者の心得と技術（外部講師
③） 

 

 婚活（外部講師④）  
 海外の Wedding 事情 課題２ ウェディングプラン完成案を作成 
 披露宴会場と演出について（外部講師⑤） 課題２ ウェディングプラン完成案を提出 
 振り返り②  

 
フィールドワーク（ホテル式場、ゲストハウス見学）
３年ゼミと合同で実施  

 ブライダル業界の課題と未来（外部講師⑦) 課題３ ウエディングプラン修正案を作成 
 振り返り③ 課題３ ウエディングプラン修正案を提出 

 
優秀プランの選出と公表、学⽣のプレゼンテーション
（外部講師⑧） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2103-
Y01 

2.科目名 旅行ビジネス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 ２年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】 
旅行ビジネスを学ぶとき、まず知っておかなければならないことは、「価値の創造」という
点です。ビジネスである以上、利益という経済的価値を⽣み出す必要がありますが、インタ
ーネットの登場で人々の関心事項が多様化、高度化しそれに伴い人の価値観も変化してお
り、それらに対応した価値の提供がビジネスの成功を左右します。範囲が多岐にわたる為、
毎回授業の前半に復習をかねたディスカッションを行います。 
【目的】 
この授業ではビジネスとしての旅行業の理解を深めることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 様々な組織や団体の旅行事業について概略を理解し、社会との関わりの中でどのような
役割を 
  果たして いるのかを説明できるようになる。 
② 観光を手がかりとして現代社会の諸問題について幅広く思考を展開し観光ビジネスの可
能性を 
  説明できるようになる。 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(2)   社会に能動的に貢献する姿勢 （社会的貢献性） 
(4）問題発見・解決力 
(6)   専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 
島川崇『新しい時代の観光学概論』（ミネルヴァ書房）ISBN978-4-623-08673-3 
髙橋一夫・柏木千春『1 からの観光事業論』（碩学舎） ISBN978-4-502-17281-6  
 

21.成績評価 

リアクションペーパー  20％ 【学修目標の①に対応】 
確認テスト・レポート  40％ 【学習目標の②に対応】 
最終レポート      40％ 【学習目標の①②に対応】 
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が⽣じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと。 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由でもメールでの提出お
よび締切後の提出は認め 

22.コメント 
講義中にディスカッションを予定しているので、旅行ビジネスついての発言が出来るように
積極的な姿勢で授業に参加をお願いします。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変



更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
-旅行ビジネスの概要を学ぶ サービス業の特徴を整理する 

2 回目 
観光産業のイノベーション 
-イノベーションの理論と破壊的イノベーションを理
解する 

観光のイノベーションアイデアを発案する 

3 回目 
観光産業のグローバル経営 
-国際経営行動のエスニックモデルと国際経営戦略を
学ぶ 

旅行会社のグローバル化のメリットとデメリ
ットを考える 

4 回目 
観光のマーケティング・マネジメント 
-ディスティネーションマーケティングの考え方と必
要性を考える 

DMO のマーケティング事例とアイデアを考
える 

5 回目 
観光関連産業の基幹事業 ① 旅行業 
-ソリューションビジネスへの進化を辿る 

旅行会社が提供するソリューションと自分の
アイデアを考える 

6 回目 
観光関連産業の基幹事業 ② 宿泊業 
-収益性と⽣産性を高めるマネジメントを紐解く プロフィットの源泉が何かを考える 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 
 

前半を振り返る 

8 回目 
観光関連産業の基幹事業 ③ 航空輸送業 
-航空輸送業の製品特性と経営戦略を学ぶ LCC と FSC の違いを考える 

9 回目 観光関連産業の基幹事業 ④ 旅行業② 
-旅行業の事業特性とビジネスモデルを検証する 

魅力ある旅行の条件を考える 

10 回目 グローバル時代の地域観光インフラ ①空港の経営 
-地域インフラとしての空港の役割と経営戦略を学ぶ 

空港の意外性のアイデアを考える 

11 回目 
グローバル時代の地域観光インフラ ②IR（統合型リ
ゾート） 
-海外の IR の概要と日本における IR の可能性を探る 

魅力ある IR の条件を発案する 

12 回目 
地域の観光まちづくり事業 
-地域におけるマーケティング・マネジメントを考え
る 

まちづくりの障害を考える 

13 回目 
地域ブランドの構築 
-ブランドの定義を理解しその価値を伝える枠組みを
知る 

地域を選びキャッチフレーズを考える 

14 回目 
地域のインバウンド事業 
-インバウンドの特性を知り、地方の新たな取り組み
を検証する 

観光公害を防ぐアイデアを考える 

15 回目 
全体の振り返り 
レポート提出 レポート作成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2104-
Y01 

2.科目名 ホテル事業論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2018 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの
か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。 
概要：ホテル事業は、地域の核となり、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財
は、売れる場所に製品を運ぶ、売れの残れば倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製
品・サービスは移動できません、売れ残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、⽴地、
事業形態、オペレーション、ポジショニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けること
を目指します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は学習目標の DP(ディプロマポリシー）の（２）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）（４）問題発見・解決力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連していま
す。 
本科目の学修目標は次の通りである。 
①旅の歴史を通して宿泊業のビジネスを説明できる。 
②⻄洋の歴史から近代ホテル産業の変遷を説明できる。 
③ホテル業のオペレーションが説明できる。 
④ホテルをマネジメントするために何が大切か説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 
鈴木博・大庭祺一郎共著『基本ホテル経営教本』柴田書店 
その他、適宜紹介します 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①第 2 回〜14 回 ミニッツペーパーの提出と理解度 30％〔学習目標①〜④に対応〕 
?小テスト 20%〔学習目標?に対応〕 
?総括試験（記述式） 50％〔学習目標?④に対応〕 
但し、総括試験で正解率 20％以下は?の点数は加算されません。 

22.コメント 
質問等はメールや WebClass 等で受け付けます。積極的に利用してください。 
講義では必ずノートを取ってください。 
＊重要 遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 
事前予約制 
月 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
講義：ガイダンス 
①何を学ぶか。?講義の進め方?目標と評価の方法な
ど 

PC またはタブレット等は全回で必要 
復習：今回の復習、授業ノートの整理 
 

第 2 回 
講義：「⻄洋史における宿泊業の変遷」 
古代からの旅の歴史から始まり、大陸におけるホテル

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ローマ時代から産業革命までのヨーロ



業の歴史を学ぶ。 ッパの歴史をノートする 
 

第 3 回 
講義：近代ホテル産業 
新大陸でのホテル事業を考察します 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：アメリカの歴史を整理してノートする 

第 4 回 
講義：「日本史から学ぶ旅と宿」 
平安時代から江⼾時代、明治以降から太平洋戦争まで
の歴史から宿の変遷を理解する 

復習：復習とノート整理復習とノート整理 
予習：平安時代以降の歴史を振返り日本歴史
をノートする 

第 5 回 
講義：「日本近代ホテル産業史」 
戦後の復興と経済成⻑からホテルの変遷を考察する 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：戦後の経済成⻑の歴史を調べノートす
る 

第 6 回 
講義：「グローバルホテルブランドとホテル事業」 
世界のホテルブランドと経営戦略を考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルブランドを web サイトで調べ
ノートする 

第 7 回 

講義：「ホテル製品・サービスと差別化戦略」 
競争の中でどの様に差別化を図り、競争優位にするか
考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルの製品・サービスの差別化とは
どの様なことか考えノートする 

第 8 回 
講義：「バジェットホテルビジネス」 
 バジェットホテルのビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：バジェットホテルを web サイトで検
索し概要をノートする 

第 9 回 

講義：「ホテル運営・経営方式」 
ホテルの運営・経営方式に焦点をあて、事業における
メリット、デメリットを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：フランチャイズシステムとはどの様な
ビジネスかを調べノートする 

第 10 回 

講義：「ホテル再⽣事業」 
事業の道を閉ざされたホテルがどの様に再⽣されたの
か事例をもとに考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：宿泊業の最近の倒産件数とその原因を
調べノートする 

第 11 回 

講義：「MICE 事業」 
MICE とはどの様なことか、観光⽴国を目指す日本の
目標の一つである MICE について考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：観光庁 HP から MICE について調べノ
ートする 

第 12 回 
講義：「ホテルにおけるブライダル事業 」 
ブライダル事業のビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル HP からブライダル事業を調べ
ノートする 

第 13 回 
講義：「ホテルのセールス＆マーケティング」 
ホテルのセールス体制やマーケティング戦略を考察す
る 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル web サイトやホテル予約サイ
トを調べ比較しノートする 

第 14 回 

講義：「ホテルと法律」 
ホテル事業はどの様な法律で規制されているのか考察
する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：旅館業法を調べその特徴をノートする 

第 15 回 振り返りと統括試験 
復習：授業の復習とノート整理 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2105-
Y01 

2.科目名 ブライダルビジネス論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 劉争 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は、ブライダル業界の事情を専門的に学習します。 
この科目は、ブライダルビジネスの現状と課題を学び、プランニング、会場、サービスなど
に関する知識やスキルを統合的に活用し、課題を発見し、課題を解決するための、実践的な
ビジネス能力を身につけることを目指します。将来、企業などの観光コンテンツの創出やマ
ネジメントすることが目的です。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、ＤＰ（ディプロマポリシー）の 2.主体的行動力、問題解決力、3.多様
な価値観受容、コミュニケーション能力、K1.地域資源の活用力の学修に関連しています。 
①日本ブライダル業界の仕組みについて概説し、各業種の役割とその特徴を説明できる。 
②客と企業の間のバランスが取れたビジネスを提案できる。 
③ブライダルビジネスの構造を理解したマネジメントができる。 
④婚礼の歴史・伝統・文化を幅広く知り、観光⽴国の日本と結び付けて考えることができ
る。 
 

19.教科書・教材 粂美奈子著『ブライダル業界の動向とカラクリがよくわかる本』秀和システム、2018 
20.参考文献  

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。学習成果の統合、リサーチ、プレゼンテーション等に関
するルーブリックに基づいて評価します。ルーブリックに基づく評価方法については、第 1
回目の授業内で説明します。 
１．発問、ディスカッション、ウェディングプランのアウトラインの作成及びブライダルビ
ジネスマナーの修得…25％【学修目標の①④に対応】 
２．課題１：ウェディングプランの作成（個人）…25％【学修目標の①②③に対応】 
３．課題 2：ウェディングプランの修正（個人）…25％【学修目標の①②③に対応】 
４．課題 3：ウェデ 

22.コメント 

・授業時に配布されたプリントを毎回持参してください。質問は授業終了後に教室で受け付
けます。 
フィールドワークは週末・祝日に行う場合もあります。 
※授業は進行状況と外部講師のご都合に応じて一部の内容を変更したり、順番を前後したり
することがあります。ご了承ください。 
※外部講師に対してビジネスマナーを守って行動できることが必要です。 
※課題の作成はエクセル、パワーポイント、メールのスキルが求められます。 

23.オフィスアワー 
研究室 木曜日昼 
学修支援センター 月曜日昼 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
 オリエンテーション・授業課題、評価基準の説明 教科書、筆記ノート、筆記用具必須。 
 ブライダル業界の概況と歴史、職種①  
 ブライダル業界の概況と歴史、職種②  
 ブライダル業界の収益構造とタイプ別挙式のプロセス 課題１ グループ分け ウェディングプラン



（外部講師①） のアウトライン作成 

 振り返り① 課題１ ウェディングプランのアウトライン
を提出 

 
ドレスショップビジネスの現状と課題（外部講師②） 
（学外の元町付近のショップで受講する予定。服装の
注意点あり） 

 

 
人前式の流れと披露宴司会者の心得と技術（外部講師
③） 

 

 婚活（外部講師④）  
 海外の Wedding 事情 課題２ ウェディングプラン完成案を作成 
 披露宴会場と演出について（外部講師⑤） 課題２ ウェディングプラン完成案を提出 
 振り返り②  

 
フィールドワーク（ホテル式場、ゲストハウス見学）
３年ゼミと合同で実施  

 ブライダル業界の課題と未来（外部講師⑦) 課題３ ウエディングプラン修正案を作成 
 振り返り③ 課題３ ウエディングプラン修正案を提出 

 
優秀プランの選出と公表、学⽣のプレゼンテーション
（外部講師⑧） 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2106-
Y01 

2.科目名 航空ビジネス論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 専門教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 ４年⽣（2018 年入学） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
観光学概論、経営学概論を履修しているこ
とが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

観光学概論、経営学概論を基盤として、航空産業の歴史からその特性について学習する。具
体的には以下のとおり。 
（１）航空産業の歴史、特に第 2 次世界大戦以降の航空産業の歴史を通して、その成り⽴ち
並びに政策について学習する。 
（２）国際的な取り決めや運送約款などネットワークキャリアの基盤となる考え方を学習す
る。 
（３）エアラインを舞台としたケーススタディに取り組み、社会人基礎力について正確に理
解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(4)問題
発見・解決力】【(5)コミュニケーションスキル】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連し
ています。 
航空産業論の講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①航空産業の発展の過程と航空会社の存在意義について述べることができる。 
②航空会社の経営の基盤となる条約や運送約款などについて正確に理解し、その特徴を述べ
ることができる。 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 航空産業入門（第 2 版） 発行：東洋経済新報社 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・4０点 （講義に出席し、配布する
資料に要点を記入する。毎回、講義の課題について考えを記述し、提出する。）※学習目標
①、②に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する）※学習目標①、②に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通してエアラインの経営のポイントを理解し、考
察することができる）※学習目標①、②に対応 

22.コメント 

エアラインビジネスでは、航空業界の基礎となるビジネスの仕組みを学びます。尚、航空実
務では航空会社の経営戦略を、空港業務では空港などにおける航空会社のオペレーションを
学びます。履修する学⽣の皆さんの質問を歓迎します。日頃より観光や航空関係の報道を興
味をもって履修してください。     
        
 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１回】
  
 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第２回】
  
 

講義【企業の仕組みとマネジメント】 
ビジネスの基本となるマネジメントについて学習す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 
講義【航空産業の歴史と政策】 
航空機の発達による航空運輸業の発展および産業の発
展に伴う政策について講義する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義【航空産業の課題】 
航空の他の運輸業との比較における優位性や課題につ
いて講義する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義【航空の自由化政策】 
航空の自由化と規制の関連について解説し、自由化の
功罪も検証する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 
講義【航空運輸業の特徴】 
エアラインの座席という商品の持つ特徴と課題につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義【ＩＡＴＡの歴史と役割】 
ICAO や IATA といった国際機関の設⽴と役割につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 
講義【インターライン契約と運送約款】 
エアライン間の様々な契約（インターライン契約）お
よび運送約款について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 
講義【日本の航空政策とエアライン】 
45/47 体制 JAL 破綻 羽田発着枠調整などの日本の
航空政策と課題について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義【空港の役割と整備計画】 
航空産業における空港の役割（管制業務など）と空港
整備について解説する。第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義【航空会社の安全への取り組み①】 
航空機や空港における事故防止に向けた設備等につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義【航空会社の安全への取り組み②】 
エアラインが取り組む従業員を対象とした安全推進活
動について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義【企業の社会的責任（ＣＳＲ）とリスクマネジメ
ント】 
企業リスクに対する企業の取り組みを解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義【サービス品質の改善】 
「お客様の声をどのように活かすか？」その仕組みを
解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１５
回】 

講義【エアラインのビジネスと経営】 
エアラインのビジネス環境やグループ経営について講
義する。 
第 3 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2111-
Y01 

2.科目名 国内旅行業務（２） （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目的とする。 
≪国家試験は、前者は毎年 10 月、後者は毎年 9 月に実施される≫ 
JR、国内航空、貸切バス、旅館、ホテルなどに関する学習をします。 
新型コロナウィルスの影響により、観光関連産業はビジネスモデルの転換を余儀なくされて
いるが 
基本的な業務を理解することで未来戦略も考察します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準点である 60%以上
の得点を 
   確保する。 
②国内旅行に関する知識を修得することで、観光産業の理解を深める。 

19.教科書・教材 旅行実務シリーズ「国内運賃・料金」（発行：JTB 総合研究所） 
20.参考文献  

21.成績評価 
①総括試験（筆記/最終の授業で実施）   70%       （学習目標の①に対応） 
②理解度確認テスト（筆記/3 回実施）            30%        （学習目標の①、②に対
応） 

22.コメント 

①教科書や参考文献で予習・復習をしてください。 
②総括試験は、15 回目の授業で実施します。 
③出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
④全出席による加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了後又は、E メールにより対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 オリエンテーション/授業計画・評価/資格取得の解説  
2 JR 旅客営業規則、乗車券類概要 予習：教科書１部１章 

3 JR 運賃計算① 
予習：教科書１部 2〜3 章 
復習 

4 JR 運賃計算② 
予習：教科書１部 2〜３章 
復習 

5 JR 料金計算① 
予習：教科書１部 ４章 
復習 

6 JR 料金計算② 
理解度確認テスト① 

予習：教科書１部 ４章 
復習 

7 JR 払戻など 
予習：教科書１部 ５章 
復習 

8 JR 団体乗車券 
予習：教科書１部 ６〜７章 
復習 

9 JR 取扱い実務、時刻表の読み方など 予習：JR 時刻表 



復習 

10 国内航空運賃・料金計算① 
理解度確認テスト② 

予習：教科書２部 ２章 
復習 

11 国内航空運賃・料金計算② 
予習：教科書２部 ２章 
復習 

12 貸切バス運賃・料金 
予習：教科書３部 １章 
復習 

13 モデル宿泊約款 
予習：宿泊約款 
復習 

14 理解度確認テスト③/重要ポイントの再確認  
 

予習：各約款 
復習 

15 総括試験/まとめ 
予習：国家試験・過去問題の確認  
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2112-
Y71 

2.科目名 旅行業約款 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目的とする。 
≪国家試験は、前者は毎年 10 月、後者は毎年 9 月に実施される≫ 
旅行業約款は、旅行業者と旅行者間の取り決めであり、標準旅行業約款を学習する。約款の
目的、企画旅行契約、手配旅行契約などの旅行業約款、ＪＲなどの運送約款、宿泊約款を系
統だてて学習することで資格取得を目指します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準点である 60%以上
の得点を 
    確保する。 
②約款と実務の関連性について理解する。 
③旅行業法との関連性を理解する。 

19.教科書・教材 旅行実務シリーズ「旅行業約款/運送・宿泊約款」（発行：JTB 総合研究所） 

20.参考文献 
①観光⽩書 
②日本旅行業協会（JATA）の HP 
③全国旅行業協会（ANTA）の HP 

21.成績評価 

①総括試験（筆記/最終の授業で実施）     70%  （学習目標の①、②、③に対
応） 
②理解度確認テスト（筆記/3 回実施）                    30%  （学習目標の①、②、
③に対応） 

22.コメント 

①教科書や参考文献で予習・復習をしてください。 
②総括試験は、15 回目の授業で実施します。 
③出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
④全出席による加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了時又は、E メールにて対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 
オリエンテーション/授業計画・評価・資格取得の解
説  

2 標準旅行業約款の概要 主催旅行のパンフレット掲載の契約条項を確
認する 

3 標準旅行業約款/募集型企画旅行① 標準旅行業約款の熟読 
4 標準旅行業約款/募集型企画旅行② 標準旅行業約款の熟読 

5 
標準旅行業約款/受注型企画旅行① 
理解度確認テスト① 

標準旅行業約款の熟読 

６ 標準旅行業約款/受注型企画旅行② 標準旅行業約款の熟読 
7 標準旅行業約款/特別補償規定 標準旅行業約款の熟読 
8 標準旅行業約款/手配旅行契約 標準旅行業約款の熟読 



9 理解度確認テスト② 標準旅行業約款の熟読 
10 国内旅客運送約款（日本航空例） 国内旅客運送約款の熟読 
11 一般貸切旅客自動車運送事業 標準運送約款の熟読 
12 海上運送事業 フェリー標準運送約款の熟読 

13 理解度確認テスト③ 
国内旅客運送約款、一般貸切旅客自動車運送
事業標準運送約款、フェリー標準運送約款の
熟読 

14 
宿泊の概要・宿泊料金 
 モデル宿泊約款の熟読 

15 総括試験/まとめ 国家試験・過去問題の確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2113-
Y01 

2.科目名 旅行業法 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目的とする。 
≪国家試験は、前者は毎年 10 月、後者は毎年 9 月に実施される≫ 
旅行業に関する法制度の基礎を理解し、旅行業務にかかわる取引の公正の維持、旅行の安全
確保、 
旅行者の利便増進に繋がるものとして制定されたもので、それらを遂行するための各ルール
がどの 
ようなものであるかを学習する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門的知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準点である 60％以
上の得点を 
   確保する。 
②法律と実務の関連性について理解する。 

19.教科書・教材 旅行業実務シリーズ「旅行業法およびこれに基づく命令」（発行：JTB 総合研究所） 

20.参考文献 
①観光⽩書 
②日本旅行業協会（JATA）の HP 
③全国旅行業協会（ANTA）の HP 

21.成績評価 
①総括試験（筆記/最終の授業で実施）      70％   （学習目標の①、②に対応） 
②理解度確認テスト（筆記/3 回）       30%           （学習目標の①、②に対
応） 

22.コメント 

①教科書や参考文献で予習・復習をしてください。 
②総括試験は、15 回目の授業で実施します。 
③出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
④全出席による、加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了後又は、E メールにより対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 オリエンテーション/授業計画・評価・資格取得の解
説 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

2 
旅行業法の概要（旅行業約款、各種運賃・料金とのか
かわり等） 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

3 旅行業法（登録制度） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

4 旅行業法（営業保証金制度） 
理解度確認テスト① 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

5 旅行業法（旅行業務取扱管理者、旅行業務取扱料金） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
6 旅行業法（外務員、広告表示等誇大広告の禁止） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
7 旅行業法（旅程管理） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
8 理解度確認テスト② 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
9 旅行業法（受託契約、旅行業者代理業、禁止行為。登 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 



録の取消等） 
10 旅行業法（旅行業協会/役割） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
11 旅行業法（旅行業協会/取決め） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
12 旅行業法（雑則/罰則） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
13 理解度確認テスト③ 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
14 重要ポイント演習（旅行業者と旅行業協会等） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 
15 総括試験/まとめ 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2115-
Y01 

2.科目名 ホスピタリティ論 （1/2）（2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 市谷敏 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義を中心とする 
16.履修制限 履修者数は最大 40 名が望ましい。 

17.授業の目的と概要 

[目的]  
 1) ホスピタリティの歴史的意味を把握した上で、 
2) ホスピタリティという用語の現代の使用法およびその曖昧性を十分認識し注意を払いな
がら、 
3) ビジネスの場でのホスピタリティの関りについて学び、「ホスピタリティ」および「ホス
ピタリティマネジメント」の今日的意味を観光業との関連の中で捉えることを授業の目的と
します。 
その理由は、「ホスピタリティ」および「ホスピタリティマネジメント」という言葉はビジ
ネス用語として社会で多用されるようになってきましたが、残念な事実として両者共に統一
された定義が 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

学習目標は： 
1) 「Hospitality」および「ホスピタリティ」の歴史的な意味を理解し説明できる。 
2) 「ホスピタリティ」、「サービス」、「おもてなし」などの言葉が、現在どのように理解さ
れビジネス現場で発現されているのかを知ることにより、それぞれの境界の曖昧性を把握し
た上で、それらの異同を整理して説明できるようになる。 
3) 観光業界での商品としての「ホスピタリティ」の質には、従事する従業員の性格が影響
することを説明でき、自らのキャリア形成の参考にすることができるようになる、こと。 
こうした学習のプロセスを通し、本学の DP「多様な文化や背景を理解し受入れる能力（多
様性理解）」および「専門的知識・技術の活用力」の涵養と促進を図ります。 

19.教科書・教材 
教科書は使用しない。 
講師が参考図書を基本に選別/編集した資料を使用する。 

20.参考文献 

・寺澤 朝子（2021) 「ホテル・ホスピタリティの探求」五絃舎 
・徳江 順一郎（2018) 「ホスピタリティ・マネジメント」同文館出版 
・武内一良 (2007) 「観光業界におけるホスピタリティの理論的考察」観光ホスピタリティ
教育第２号 
・前田 勇 (2006)  「ホスピタリティと観光事業」観光教育ホスピタリティ第１号 
・WANG WENJUAN (2004) 「ホスピタリティ概念の受容と変容」広島大学マネジメント学
会 
・山口  一美 (2006) 「ホスピタリティ・マネジメントへの一考察」⽴教大学 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は以下の通りとする。 
授業内での確認テスト①と小テスト          30％（学習目標(1)に対応） 
授業内での確認テスト②と小テスト       30％（学習目標(2)に対応） 
第 15 回授業内での確認テストと小テスト  40％（学習目標(1)(2)(3)に対応） 
（注１）シラバス上には確認テストの予定が示されているが、進捗状況によっては実施日が
変更されることがある。変更の場合は、その 1 回前の授業で告知する。 
（注２）テストに提出要件および期限が設定される場合は、それらを満たすこと 



22.コメント 

・授業中に小テストを行う場合があるので、授業には毎回出席すること。 
・学習用資料は論文と英文をベースにするため、文章の理解には数時間の予習が必要とな
る。文章の日本語や英語のレベルは高い。 
・シラバスは、授業の進捗状況に応じて変更する。 

23.オフィスアワー 毎週水曜日２限目 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第１回 
[第１回] 講義ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ  
・本授業の目標・目的・内容等について） 
・ 講師自己紹介 

予習の必要はありません。 
PC は毎回持参してください。 

第２回 

[第２回]  
ディスカッションと講義： 
・ホスピタリティマネジメントとホスピタリティ産業
について 

?「service」?「おもてなし」?
「courtesy」?「愛」などの概念をどのよう
に理解しているのかを 400 字程度にまとめ
ておくこと。 
 

第３回 

[第３回]  
ホスピタリティの意味範囲とその特性 I 
・「Ｈospitality」と「ホスピタリティ」は違う？ 
・これまでのホスピタリティ研究の問題点 
・あなたにもホスピタリティはあるのか？ 
 （ホスピタリティは本能？） 

Hospitality の原義を探ると共に、そもそも
ホスピタリティは万人に備わっている者なの
かどうかに迫っていきます。「ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄ I」の資料を必ず読んでおくこと。 

第４回 

[第４回]  
ホスピタリティの意味範囲とその特性 II 
・観光業界におけるホスピタリティ 
・サービスとホスピタリティ 

学習資料は内容がやや複雑であるので良く読
み返しておくこと。 

第５回 

[第５回] 
①ホスピタリティの意味範囲とその特性 III 
・行動規範としての「ホスピタリティ」 
・ビジネス用語としての「ホスピタリティ」 
②確認テスト 
 

①学習資料をよく予習しておくこと。  
②授業後半に確認テストを行います。 

第６回 

[第６回]  
ホスピタリティ概念の日本での解釈とその変化 I 
・「ホスピタリティー」から「ホスピタリティ」へ 
・Hospitality から「ホスピタリティ」へ 
 

Hospitality という外来語がどのように日本
に受け入れられ、変化しているかを探りま
す。学習資料をよく予習しておくこと。 

第７回 

[第７回] 
ホスピタリティ概念の日本での解釈とその変化 II  
・ビジネス用語からの一般化 
・「機能的サービス」と「情緒的サービス」 

学習資料をよく予習しておくこと。 

第８回 

[第８回]  
ホスピタリティとパーソナリティ I 
・ホスピタリティマネジメントのはじまり 
・ホスピタリティの定義とサービスの定義 
 

学習資料をよく予習しておくこと。 

第９回 [第９回」 
前半の復習と確認テスト② 

ホスピタリティの概念や意味をどのようにと
らえておけば良いのかを復習しておくこと。 

第 10 回 [第１０回]  どのようなパーソナリティを持つ者がホスピ



ホスピタリティとパーソナリティ II 
・ホスピタリティ産業とサービス産業 
・ホスピタリティの特性 
 

タリティを発揮できるのかを探ります。学習
資料を予習しておくこと。 

第 11 回 

[第 11 回]  
ホスピタリティへとパーソナリティ III 
・ホスピタリティを発現できる性格とは 
・各性格はホスピタリティにどのように関わるのか 

学習資料をよく予習しておくこと。 

第 12 回 

[第 12 回]  
事例研究とディスカッション 
・あなたならどのように対応したでしょうか 
（ビジネス現場でサービスとホスピタリティはどのよ
うに評価されるか） 
 

会員制ホテルグループで起こった顧客とスタ
ッフの物語をコマーシャルホスピタリティの
視点からどのように評価すべきか。 

第 13 回 

[第 13 回] 
The Essence of Hospitality and Service I 
アメリカのビジネス現場でのホスピタリティとサービ
スの捉え方 
・The Meaning of Service 
・The Meaning of Hospitality 

英語でビジネス現場での hospitality と
service の捉え方の差異を探ります。資料は
英文なので時間を掛けて予習しておくこと。 

第 14 回 

[第 14 回] 
The Essence of Hospitality and Service II 
・The Intersection of Hospitality and Service 
・What Is the Difference Between Hospitality and 
Service 

学習資料の予習/復習を怠らないように。 

第 15 回 
[第 15 回] 
・本講義全体のまとめ 
・確認テスト 

最終の確認テストを行います。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2201-
Y01 

2.科目名 エアラインビジネス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 専門教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 
2 年⽣または 3 年⽣
（2019 年入学、2020
年入学） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 観光学概論、経営学概論を履修しているこ
とが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

観光学概論、経営学概論を基盤として、航空産業の歴史からその特性について学習する。具
体的には以下のとおり。 
（１）航空産業の歴史、特に第 2 次世界大戦以降の航空産業の歴史を通して、その成り⽴ち
並びに政策について学習する。 
（２）国際的な取り決めや運送約款などネットワークキャリアの基盤となる考え方を学習す
る。 
（３）エアラインを舞台としたケーススタディに取り組み、社会人基礎力について正確に理
解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(4)問題
発見・解決力】【(5)コミュニケーションスキル】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連し
ています。 
航空産業論の講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①航空産業の発展の過程と航空会社の存在意義について述べることができる。 
②航空会社の経営の基盤となる条約や運送約款などについて正確に理解し、その特徴を述べ
ることができる。 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 航空産業入門（第 2 版） 発行：東洋経済新報社 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・4０点 （講義に出席し、配布する
資料に要点を記入する。毎回、講義の課題について考えを記述し、提出する。）※学習目標
①、②に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する）※学習目標①、②に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通してエアラインの経営のポイントを理解し、考
察することができる）※学習目標①、②に対応 

22.コメント 

エアラインビジネスでは、航空業界の基礎となるビジネスの仕組みを学びます。尚、航空実
務では航空会社の経営戦略を、空港業務では空港などにおける航空会社のオペレーションを
学びます。履修する学⽣の皆さんの質問を歓迎します。日頃より観光や航空関係の報道を興
味をもって履修してください。     
        
 



23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】
  
 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第２回】
  
 

講義【企業の仕組みとマネジメント】 
ビジネスの基本となるマネジメントについて学習す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 
講義【航空産業の歴史と政策】 
航空機の発達による航空運輸業の発展および産業の発
展に伴う政策について講義する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義【航空産業の課題】 
航空の他の運輸業との比較における優位性や課題につ
いて講義する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義【航空の自由化政策】 
航空の自由化と規制の関連について解説し、自由化の
功罪も検証する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 
講義【航空運輸業の特徴】 
エアラインの座席という商品の持つ特徴と課題につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義【ＩＡＴＡの歴史と役割】 
ICAO や IATA といった国際機関の設⽴と役割につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 
講義【インターライン契約と運送約款】 
エアライン間の様々な契約（インターライン契約）お
よび運送約款について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 
講義【日本の航空政策とエアライン】 
45/47 体制 JAL 破綻 羽田発着枠調整などの日本の
航空政策と課題について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義【空港の役割と整備計画】 
航空産業における空港の役割（管制業務など）と空港
整備について解説する。第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義【航空会社の安全への取り組み①】 
航空機や空港における事故防止に向けた設備等につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義【航空会社の安全への取り組み②】 
エアラインが取り組む従業員を対象とした安全推進活
動について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義【企業の社会的責任（ＣＳＲ）とリスクマネジメ
ント】 
企業リスクに対する企業の取り組みを解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義【サービス品質の改善】 
「お客様の声をどのように活かすか？」その仕組みを
解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１５
回】 

講義【エアラインのビジネスと経営】 
エアラインのビジネス環境やグループ経営について講

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



義する。 
第 3 回確認小テスト 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2202-
Y01 

2.科目名 観光ビジネスモデル論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 吉田誠 

5.授業科目の区分 
専門教育科目/国際ビジ
ネスの実務経験のある
教員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科共通 9.履修学年 
2 年⽣以上（2021 年度
入学⽣以前） 

10.取得資格の要件  11.先修条件 

統計学、コンピュタリテラシー、リサーチ
入門、経営学概論、マーケティング論を履
修済みであること。発想法、思考法、マー
ケットリサーチオ、プレゼンテーションⅠ
を履修済み、あるいは併行して履修するこ
とが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 

講義 
アクティブラーニング導入科目（学外調査
活動、インタビュー、ディスカッション、
ブレスト、プレゼンテーション） 

16.履修制限 ありません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】本科目では、ビジネスモデル・キャンバスという手法をベースに、顧客の欲求を満
足させる、あるいは、顧客の抱える問題を解決するために、価値を創造し、その価値を顧客
に伝え、提供し、顧客の評価を知る仕組み、方法であるビジネスモデルをデザイン（構築）
するために必要な、考え方やスキルを修得することを目的としています。 
絶えず変化する社会構造、市場環境の中でビジネスモデルも刻々と変化しています。そうし
た変化にも対応し、社会的なニーズに対応しながら革新的なビジネスモデルを創造できる力
の獲得をめざします。 
【概要】 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、現代社会学部のＤＰ（ディプロマ・ポリシー）の 1.主体的かつ柔軟に
行動し、問題解決を図るに対応しています。また、本学の DP の（４）問題発見・解決力、
（６）専門的知識・技能の活用力に関連しています。 
学修目標は次の通りです。 
①マーケティングおよびビジネスモデルについてわかりやく説明することができる。 
②ビジネスモデル・キャンバスについて理解し、わかりやく描くことができる。 
③デザイン思考に必要な技術を用い、有効かつ斬新なアイデアを⽣み出し、魅力的なコンセ
プト・メイキングを行うことができる。 
④いくつかの調査手法を用い有効なマーケットリサーチを行い、分析し、ビジネスモデル・
デザインに活用することができる。 
⑤ビジネスモデルキャンバス手法を用い、有効かつ斬新なビジネスモデルをデザインするこ
とができる。 
⑥わかるやすく印象に残るプレゼンテーションを行うことができる。 

19.教科書・教材 ・適宜、資料を配布します。（配布は紙ではなく、WEBCLASS での配信となります。） 

20.参考文献 

・『ビジネスモデル・ジェネレーション』 アレックス・オスター・ワイルダー著 翔泳社 
・『ビジネスモデル・プロポジション・デザイン』 アレックス・オスター・ワイルダー著 
翔泳社 
・『ハイパワーマー・ケティング』 ジェイ・エイブラハム著 角川書店 
 



21.成績評価 

①課題 1（個人ワーク）…5 点【学修目標③に対応（ルーブリックにより評価）】 
②確認試験…10 点【学修目標①②に対応】 
③課題２（個人ワーク）…10 点【学修目標②に対応（ルーブリックにより評価）】 
④課題３（個人ワーク）…10 点【学修目標④に対応（ルーブリックにより評価）】 
⑤課題４（個人ワーク）…15 点【学修目標④に対応（ルーブリックにより評価）】 
⑥課題５（グループワーク）…20 点【学修目標①②③④⑤に対応（ルーブリックにより評
価）】 
⑦課題６（個人ワーク）…30 点【学修目標①②③④⑤⑥に対応（ルーブリ 

22.コメント 

・ハイフレックス授業となる場合もありますので、PC（電済）とイヤフォン、ヘッドフォ
ンを持参するようにして下さい。 
・ビジネスモデル・デザインを学ぶ過程で、多様な視点を持つ、柔軟な発想ができる、「常
識」や「日常」に疑問を持てる、顧客の気持ちに寄り添える、相手を説得できる、深い思考
ができる、自分の意見を発信し他者の意見を傾聴し建設的な意見交換ができる。そんなビジ
ネスの基本的な力を培ってもらいたいと考えています。 
・エクセル、ワード、パワーポイント、ネット検索のスキルが必要となります。 
・現地調査は市内中心部で行う予定です。調査期間を定めますので、その期間中に日程を調
整し、休日、授業時間外に実施してもらいます。 

23.オフィスアワー 木曜日（４限目、5 限目） 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 

《ブロック１》基礎を固める Ground Works 
①イントロダクション 
授業目的、学習目標、評価方法、評価基準について理
解しましょう。 
②講義：「マーケティングとビジネスモデル」 
基本となるマーケティング、ビジネスモデル、マネジ
メント、マーケット、ブランディング、ＵＳＰ、リス
クリバーサルなど基本的な知識について復習し、あら
ためて理解しましょう。 
 

・復習 
次回授業で再度デザイン思考の個人ワークを
行いますので、練習をしておいて下さい。 
・持参 
ノートと筆記用具 

第 2 回 

《ブロック１》基礎を固める Ground Works 
①講義：「デザイン思考」 
デザイン思考の基本知識を学んだ上で、ケーススタデ
ィを通じて、実際のアイデア・クリエイティングのポ
イントを理解します。アイデア出し、アイデアの絞り
込みと磨き上げのワーク（個人ワーク、グループワー
ク）を繰り返し行い、柔軟で常識にとらわれない発想
力、発信力、チーム・ビルディングによる魅力的なコ
ンセプト・メイキングができる力を身につけましょ
う。 

【課題１】 
アイデア出しとコンセプトメイキングの課題
を出します。レポートを作成し、提出して下
さい。 
・持参 
ノートと筆記用具 

第 3 回 

《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
①講義：「顧客セグメント、価値創造、収益の流れ」 
様々なビジネスモデルの例を通じて、ビジネスモデ
ル・キャンバスの手法を理解します。 

・復習 
ビジネスモデル・キャンバスの各パートの意
味とパート間の関連性を理解し、説明できる
か確認して下さい。 
・持参 
ノートと筆記用具 

第 4 回 
《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
①講義：「チャネル、顧客関係」 

・持参 
ノートと筆記用具   
・復習 



様々なビジネスモデルの例を通じて、ビジネスモデ
ル・キャンバスの手法を理解します。  
 

ビジネスモデル・キャンバスの各パートの意
味とパート間の関連性を理解し、説明できる
か確認して下さい。 

第 5 回 

《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
①講義：「主要活動、経営資源、パートナー、コスト
構造」 
様々なビジネスモデルの例を通じて、ビジネスモデ
ル・キャンバスの手法を理解します。 

・持参 
ノートと筆記用具   
・復習 
ビジネスモデル・キャンバスの各パートの意
味とパート間の関連性を理解し、説明できる
か確認して下さい。 

第 6 回 

《ブロック２》ビジネスモデル・キャンバス
Business Model Canvas 
【確認試験】 
ブロック１及びブロック２で学んだことをどこまで理
解できているかを確認する試験を行います。理解度が
不足している方を対象に補講を行います。 

・持参品 
確認試験には手書きノートのみ持ち込み可と
します。 
 

第 7 回 

《ブロック３》ビジネスモデル・デザイン 
Business Model Design 
①講義：「カスタマープロファイリングとバリュープ
ロポシション・デザイン」 
顧客のインサイト、ニーズを的確に把握するためのカ
スタマー・プロファイリングとそのプロファイリング
にフィットする価値提案をデザインする基本的な考え
方とスキルを学びます。 
 

・持参 
ノートと筆記用具 
【課題 2】 
・各自、カスタマーズプロファイリングとバ
リュープロポジション作成し、次の授業まで
に提出します。   
 

第 8 回 

《ブロック３》ビジネスモデル・デザイン 
Business Model Design 
①グループワーク：各自が考えた「カスタマーズプロ
ファイリング」を持ちより、ブレストを通じて一つに
絞り込む過程を通じて、プロファイリングのスキル、
デザイン思考、ブレスト・スキルを実践的に身につけ
ます。②グループワーク：一つに絞ったカスタマー
ズ・プロファイリングにフィットする「バリュープロ
ポジション」をグループ・ブレストを経てデザインす
る過程で講義で学んだ知識を実践的スキルとして身に
つけます。 

・持参 
ノートと筆記用具   
 

第 9 回 

《ブロック３》ビジネスモデル・デザイン 
Business Model canvas 
①講義：調査課題の発見と予備調査の方法 
アイデアを具体化するためには、何を調べればよいの
か、調査課題を多角的に考えます。 
②グループワーク：絞り込んだバリュープロポジショ
ンの具体化のために何を調査すれば良いのかをブレス
トし、明確化した調査課題を分担して調査します。 

・持参 
ノートと筆記用具   
・予習 
【課題３】各自分担した調査課題について調
査し、調査結果をレポートとして次回授業ま
でに提出します。 

第 10 回 

《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①グループワーク：グループでつくりあげたバリュー
プロポジションをインプルーブ（ブラッシュアップ）
するために、街に出かけて観察調査、インタビュー調
査を行います。ウエラブルカメラなども用いて、写真

・持参 
ノートと筆記用具、写真撮影用機器   
【課題４】 
現地観察調査の結果の報告書を作成し、次回
授業までに提出します。 



や動画などビジュアルな素材も集めましょう。 

第 11 回 
《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①グループワーク：調査結果に基づき、ビジネスモデ
ル・デザインの素案をキャンバスに描きます。 

【課題５】 
グループでまとめたビジネスモデルをビジネ
スモデル・キャンバスに描きます。（グルー
プワーク） 

第 12 回 

《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①発表＆評価：各グループがデザイン案を発表、全員
で評価・講評を行います。 
②最終デザインの課題発表： 
最終デザインの課題とプレゼン要件を発表します。 

【課題６】 
最終課題を発表しますので、その課題を解決
するビジネスモデルをデザインし、ビジネス
モデルキャンバスを含むプレゼンテーション
資料を作成し、第１５回授業までに提出して
下さい。 

第 13 回 

《ブロック４》街にはヒントが溢れてる！ 
①現地調査：最終課題の舞台となる地域（神⼾市内）
に出かけ、アイデア（仮説）の検証のために、インタ
ビューやアンケートなど現地調査を行います。（原
則、個人ワークです。休日や授業時間外に実施しま
す。） 

・持参 
各自調査に必要な用具を用意して下さい。現
地集合・現地解散、雨天決行です。 

第 14 回 

《ブロック４》 
①講義：資料の作り方、発表の仕方など、プレゼンテ
ーション・スキルについてポイントを理解します。 
②個人ワーク：プレゼン資料を作成します。写真、動
画等を効果的に使います。 

 

第 15 回 
《ブロック４》 
①発表+審査：デザインを発表してもらい、審査・評
価・講評を行い、最優秀作品を選定します。 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2205-
Y01 

2.科目名 空港業務論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 
専門教育科目 基幹科
目 専攻コア 

6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件 エアラインビジネスまたは航空ビジネス論 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

航空産業論を基盤とし、エアラインにおける業務について、具体的なオペレーション上の内
容とポイントについて学習し、またその意義について理解する。また、具体的な内容を踏ま
え、どのような人材が求められるのか、エアラインを通してサービス・ホスピタリティ産業
に求められる人材像を考察する。 
具体的には、販売・予約部門から空港における旅客運送、貨物運送、運航とエアラインのオ
ペレーションに沿って、具体的な業務を学習し、その上で各オペレーションにおいて共通し
て求められる点を整理して理解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(3)多様性理解】【(4)問題発見・解決
力】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連しています。 
空港業務の学習目標は、以下のとおりです。 
①エアライン業界を全般的に理解し、一方でその多様性が特徴となるサービス部分に焦点を
あわせ、エアラインの業務の構成やサービスに必要な要素について述べることが出来る。 
②エアラインを通じて、サービス・ホスピタリティ産業全体に亘る必要なポイントを理解
し、その特徴を述べることが出来る。 
③講義の内容を踏まえ、自身の適正を見極める中、グローバル人財についての関心・意欲を
高めキャリアプランを描くことが出来る。 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 エアラインオペレーション入門 発行：株式会社ぎょうせい 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・4０点 （講義に出席し、配布する
資料に要点を記入する。毎回、課題に対して自分の考えを記述し、提出する。）※学習目標
①、②、③に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する。）※学習目標①、②、③に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通して航空会社のオペレーションのポイントを理
解し、考察することができる）※学習目標①、②、③に対応 

22.コメント 

空港業務では、エアラインビジネスにおいて学んだ航空業界のビジネスの仕組みを基盤とし
て、空港などにおける航空会社のオペレーションを学びます。尚、航空実務では航空会社の
経営戦略を学びます。履修する学⽣の皆さんの質問を歓迎します。日頃より観光や航空関係
の報道を興味をもって履修してください。 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第１回】
  

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 



 出の方法、受講上の留意点について説明する。 
【第２回】
  
 

講義【空港運送事業の特性】 
一機の航空機が飛ぶために様々な業務の役割と専門性
が求められている。航空会社の様々な部署を知る 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 

講義【エアラインの提供するサービスⅠ 保安・安
全】 
公共交通機関であるエアラインは、安全運航のために
どのような取り組みをしているのかなど、保安と安全
の重要性を認識する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 

講義【エアラインの提供するサービスⅡ 定時・快
適・利便の追求】 
顧客が求めるサービス品質を理解し、専門的な業務に
より高い品質を提供することが求められている。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義【エアラインの業務Ⅰ 販売・予約部門】 
エアラインと顧客を結ぶ部門が提供しているサービス
について理解する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 
講義【運航①（運航業務）：運航乗務員の業務】 
飛行機はどうして飛ぶのか？運航乗務員が顧客に行う
サービスとは何かなどについて理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義【運航②（整備業務）：整備士の業務】 
航空機の整備の種類や求められる安全上の役割などに
ついて理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 

講義【運航③（運航管理）：オペレーションサポート
業務】 
気象情報など航空機の運航に欠かせない情報の提供な
どの業務について理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 

講義【運航④（客室サービス）：客室乗務員の業務】 
客室乗務員の業務は多岐に渡り、顧客の目に触れるの
はほんの一部分である。客室乗務員が航空機に搭乗す
る意義を捉えなおす。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義【機内サービスを支える様々な仕事】 
ケータリング（機内食）など、快適なフライトを支え
る部署の役割について理解する。 
第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義【空港サービス① グランドハンドリングの業
務】 
空港で、お客様から見えない場面で業務を実施するオ
ペレーションを支えるグランドハンドリング業務を理
解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義【空港サービス② グランドスタッフの業務 】. 
空港の様々な場面において、お客様の旅のお手伝いを
するグランドスタッフの業務を理解する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義【空港サービス③ 貨物部門】 
貨物関連のサービスおよびオペレーションをとりあげ
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４ 講義【エアラインのグローバル人財マネジメント戦 復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



回】 略】 
人財マネジメントの目的を理解し、グローバルに進化
し続けるエアラインが求める人材像を探る。 

予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１５
回】 

講義【エアラインのオペレーション】 
エアラインのオペレーション全体を振り返り、重要な
ポイントを整理する。 
第 3 回小確認テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2302-
Y01 

2.科目名 テーマパーク･リゾートビジネス 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：本科目は観光をグローバル的な視点で考察する能力を身につけることを目的としま
す。 
概要：具体的にはテーマパークのとリゾートの 2 つのテーマで構成されます。一つ目にテー
マパークが何故人々を魅了するのかを事例を研究することで理解します。2 つ目に世界のリ
ゾート、日本のリゾートを探求します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自⽴的で主体的な態度(自⽴性）、
（２）2 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（６）専門的知識・技術の活用力の
学修に関連しています。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値
をデザインする」を学習目標とします。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①テーマパークのビジネスモデルが説明できる。 
?世界の代表的なリゾートを説明できる。 
③リゾートビジネスのビジネスモデルを説明できる。 
授業は講義、ディスカッション、発表で構成されます。 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 
20.参考文献 適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①ミニッツペーパーの提出と理解度 30％ 第 2 回〜14 回〔学習目標①〜③に対応〕 
?小テスト 20％〔学習目標?に対抗〕 
?総括試験 50％〔学習目標①③に対応〕＊総括試験が 20%以下の場合は?の評価は適用さ
れません。 

22.コメント 
質問等はメール・WebClass で受け付けます。積極的に利用しましょう。 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
講義：ガイダンス 
何を学ぶか、授業方法と評価基準等の説明 

PC またはタブレット等は全回で必要 
予習：テーマパークとは何かを考えてノート
に整理する。復習：復習とノート整理 

第 2 回 講義：「テーマパーク概要」 
テーマパークの定義と概要を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：ディズニーリゾートについて WEB で
確認しノートにまとめておく。 

第 3 回 
講義：「ディズニーリゾートのビジネスモデル」 
今や世界のテーマパークを代表するディズニーリゾー
ト。その開発から現在までを学ぶ。ゲストを引き付け

復習：復習とノート整理 
予習：USJ について WEB サイトで確認しノ
ートにまとめておく。 



る魅力とは。 

第 4 回 

テーマ：「ユニバーサルスタジオジャパンのビジネス
モデル」 
テーマパークの人気を二分する USJ の開発から危機
を乗り越え飛躍する原動力を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：企業の WEB サイトで確認しノートに
まとめておく。 

第 5 回 

講義：「キッザニアのビジネス」 
エデュケーションビジネスといわれるキッザニアのビ
ジネスモデルを学ぶ。子供たちを笑顔にさせる理由は
どこにあるのか。 

復習：復習とノート整理 
予習：どんな企業が遊園地やテーマパークを
経営しているか WEB サイトで調べノートに
まとめとおく。 

第 6 回 
講義：「企業の多角化とテーマパーク」 
多角経営の事業としてテーマパークに進出する企業を
学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：フランスの観光について調べノートに
まとめておくこと。 

第 7 回 
講義：「リゾート都市フランス・ニース」 
魅力あふれるフランス・コートダジュールのニースの
リゾートを学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：ハワイの観光について WEB サイトで
調べノートにまとめておくこと。 

第 8 回 講義：「リゾートアイランド・ハワイ」 
観光都市ハワイの魅力と問題点を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：戦後の日本経済の成⻑と衰退を調べノ
ートにまとめておくこと。 

第 9 回 
講義：「バブル経済とリゾート法」 
バブル経済とリゾート法の関係、その後残されたもの
は何かを学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：湯布院・別府温泉・⿊川温泉の WEB
サイトで観光について調べノートにまとめて
おく。 

第 10 回 

講義：「日本版リゾートを創造する熊本県・⿊川温
泉」 
多くのお客を魅了する⿊川温泉、その成り⽴ちの秘密
を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：星野リゾートの WEB サイトでビジネ
スを調べノートにまとめておく。 

第 11 回 
講義：「星野リゾートのリゾート運営」 
田舎の温泉旅館が日本を代表するリゾート運営会社に
成⻑する、星野リゾートのビジネス手法を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：MICE とは何か、WEB サイトで調べ
ノートにまとめておく。 

第 12 回 
講義：「リゾート都市と MICE] 
MICE とは何か、なぜ MICE をターゲットにするのか
を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：シンガポールの観光の魅力について
WEB サイトで調べノートにまとめておく。 

第 13 回 
講義：「シンガポールと IR 事業」 
観光都市から IR 都市へと成⻑したシンガポールから
IR の魅力を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：IR 法案について調べノートにまとめ
ておく。 

第 14 回 
講義：「日本における IR 事業」 
日本政府が発表する IR への取り組みを内閣発表資料
から学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：第 2 回〜14 回のノートを整理し復習
する。 

第 15 回 まとめと統括試験 復習：復習とノート整理 
発見した課題に取り組む。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TB2303-
Y01 

2.科目名 リゾートビジネス論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 2018 年入学 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

この科目は観光をグローバル的な視点で考察する能力を身につけることを目的とします。 
具体的にはテーマパークのとリゾートの 2 つのテーマで構成されます。一つ目にテーマパー
クが何故人々を魅了するのかを事例を研究することで理解します。2 つ目に世界のリゾー
ト、日本のリゾートを探求します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自⽴的で主体的な態度(自⽴性）、
（２）2 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性）（６）専門的知識・技術の活用力の
学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①テーマパークのビジネスモデルが説明できる。 
?世界の代表的なリゾートを説明できる。 
③リゾートビジネスのビジネスモデルを説明できる。 
授業は講義、ディスカッション、発表で構成されます。 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 
20.参考文献 適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①ミニッツペーパーの提出と理解度 40％(各 3 点程度）第 2 回〜14 回〔学習目標①〜③に
対応〕 
?小テスト 20％〔学習目標?に対応〕 
?総括試験 50％〔学習目標①③に対応〕＊総括試験が 20%以下の場合は?の評価は適用さ
れません。 

22.コメント 質問等はメール・WebClass で受け付けます。積極的に利用しましょう。 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 講義：ガイダンス 
何を学ぶか、授業方法と評価基準等の説明 

PC またはタブレット等は全回で必要 
予習：テーマパークとは何かを考えてノート
に整理する。 
復習：復習とノート整理 

第 2 回 講義：「テーマパーク概要」 
テーマパークの定義と概要を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：ディズニーリゾートについて WEB で
確認しノートにまとめておく。 

第 3 回 
講義：「ディズニーリゾートのビジネスモデル」 
今や世界のテーマパークを代表するディズニーリゾー
ト。その開発から現在までを学ぶ。ゲストを引き付け

復習：復習とノート整理 
予習：USJ について WEB サイトで確認しノ
ートにまとめておく。 



る魅力とは。 

第 4 回 

テーマ：「ユニバーサルスタジオジャパンのビジネス
モデル」 
テーマパークの人気を二分する USJ の開発から危機
を乗り越え飛躍する原動力を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：企業の WEB サイトで確認しノートに
まとめておく。 

第 5 回 

講義：「キッザニアのビジネス」 
エデュケーションビジネスといわれるキッザニアのビ
ジネスモデルを学ぶ。子供たちを笑顔にさせる理由は
どこにあるのか。 

復習：復習とノート整理 
予習：どんな企業が遊園地やテーマパークを
経営しているか WEB サイトで調べノートに
まとめとおく。 

第 6 回 
講義：「企業の多角化とテーマパーク」 
多角経営の事業としてテーマパークに進出する企業を
学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：フランスの観光について調べノートに
まとめておくこと。 

第 7 回 
講義：「リゾート都市フランス・ニース」 
魅力あふれるフランス・コートダジュールのニースの
リゾートを学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：ハワイの観光について WEB サイトで
調べノートにまとめておくこと。 

第 8 回 講義：「リゾートアイランド・ハワイ」 
観光都市ハワイの魅力と問題点を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：戦後の日本経済の成⻑と衰退を調べノ
ートにまとめておくこと。 

第 9 回 
講義：「バブル経済とリゾート法」 
バブル経済とリゾート法の関係、その後残されたもの
は何かを学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：湯布院・別府温泉・⿊川温泉の WEB
サイトで観光について調べノートにまとめて
おく。 

第 10 回 

講義：「日本版リゾートを創造する熊本県・⿊川温
泉」 
多くのお客を魅了する⿊川温泉、その成り⽴ちの秘密
を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：星野リゾートの WEB サイトでビジネ
スを調べノートにまとめておく。 

第 11 回 
講義：「星野リゾートのリゾート運営」 
田舎の温泉旅館が日本を代表するリゾート運営会社に
成⻑する、星野リゾートのビジネス手法を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：MICE とは何か、WEB サイトで調べ
ノートにまとめておく。 

第 12 回 
講義：「リゾート都市と MICE] 
MICE とは何か、なぜ MICE をターゲットにするのか
を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：シンガポールの観光の魅力について
WEB サイトで調べノートにまとめておく。 

第 13 回 
講義：「シンガポールと IR 事業」 
観光都市から IR 都市へと成⻑したシンガポールから
IR の魅力を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：IR 法案について調べノートにまとめ
ておく。 

第 14 回 
講義：「日本における IR 事業」 
日本政府が発表する IR への取り組みを内閣発表資料
から学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：第 2 回〜14 回のノートを整理し復習
する。 

第 15 回 まとめと統括試験 復習：復習とノート整理 
発見した課題に取り組む。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TC2102-
Y01 

2.科目名 観光地理学 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
授業では、毎回テーマを決め、観光についての日本地理について学習します。観光地の現
状、課題について、日本の主要な観光地域を事例として学びます。歴史、産業、文化、自然
環境などが関わることで観光地域、地域の創意工夫による開発が観光地の発展につながるこ
とを理解します。 
【概要】 
はじめの 4 回の授業では、日本全体を視野に入れてその多様な地理的特徴と区分について学
習します。５回から 13 回目までは、日本の諸地域にクローズアップして、自然環境・産
業・人口などの特徴や観光資源について学習します。授業は、講義の部 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
１．受講⽣は、日本についての基本的な地理的知識を理解して、説明することができる。  
２．受講⽣は、授業で身につけた日本地理の知識に基づいた、日本をめぐるオリジナルの観
光プランを企画して、授業で発表することができる。 

19.教科書・教材 教材を Web Class にて配布します 
20.参考文献 地図帳。授業中に紹介します。 

21.成績評価 

日本の都道府県クイズ作成・日本の都道府県カルタ作成・毎回提出する授業内レポート(２
5％)…（学習目標１に対応） 
発表（日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表）(25％)…（学習目標１に対
応） 
中間テストと期末テスト(５０％)…（学習目標２に対応） 
記述問題と発表については、ルーブリック評価により採点します。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション：地球儀で地球の姿をみよう  
【第 2 回】 世界の国々と地域区分：地図をみよう グループあるいは個人で、日本の都道府県ク



日本の位置を調べよう：自然環境からみた日本  
日本の都道府県クイズ 

イズを作ってもらいグループごとに発表しま
すので、準備学習をしてください。 

【第 3 回】 ⾊々な見方で都道府県を探ろう  
日本の都道府県かるた 

グループあるいは個人で、日本の都道府県か
るたを作ってもらいます。グループごとに発
表しますので、準備学習をしてください。 

【第 4 回】 
日本をいくつかの地域に分けよう：自然や文化をもと
に区分しよう  
日本の地形：山地・海岸・河川・平地 

グループで、日本の都道府県クイズとかるた
大会をします。大会の後には振り返りシート
を授業中に提出してください。 

【第 5 回】 日本の諸地域：九州・沖縄地方 

グループあるいは個人で、九州・沖縄地方の
観光地を一つ選んで発表しますので、準備学
習をしてください。発表の後には発表内容を
まとめて授業中に提出してください。 

【第 6 回】 日本の諸地域：中国地方 

グループあるいは個人で中国地方の観光地を
一つ選んで調べてもらい発表しますので、準
備学習をしてください。発表の後には発表内
容をレポートにまとめて授業中に提出してく
ださい。 

【第 7 回】 日本の諸地域：四国地方 

グループあるいは個人で四国地方の観光地を
一つ選んで調べてもらい発表しますので、準
備学習をしてください。発表の後には発表内
容をレポートにまとめて授業中に提出してく
ださい。 

【第 8 回】 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その１） 
中間テスト 

中間テストの準備学習をしてください。ツア
ープランのアイデア発表の後には発表内容を
まとめて授業中に提出してください。 

【第 9 回】 
日本の諸地域：近畿地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その２） 

グループあるいは個人で、近畿地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をレポートにまとめて授業中に提出して
ください。 

【第 10 回】 
日本の諸地域：中部地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その３） 

グループあるいは個人で、中部地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容を授業中にレポートにまとめて授業中に
提出してください。 

【第 11 回】 

日本の諸地域：関東地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その４）  
 

グループあるいは個人で、関東地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をまとめて授業中に提出してください。 

【第 12 回】 

日本の諸地域：東北地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その５）  
 

グループあるいは個人で、東北地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をレポートにまとめて授業中に提出して
ください。 

【第 13 回】 
日本の諸地域：北海道地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その６）  

グループあるいは個人で北海道地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表



 内容をまとめて授業中に提出してください。 

【第 14 回】 

期末テスト 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その７）  
 

期末テストの準備学習をしてください。ツア
ープランについて発表の準備をしてくださ
い。発表の後には発表内容をレポートにまと
めて授業中に提出してください。 

【第 15 回】 まとめ 期末テストのふりかえり、発表のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TC2105-
Y01 

2.科目名 コンテンツツーリズム論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】 
 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律によれば、「コンテンツ」とは人間
の創造的活動により⽣み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいうとさ
れています。一般的に言えば、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コ
ンピュータゲームなどです。 
 一方、コンテンツとは「中身」という意味があり、広義では様々なコンテンツを対象にし
たアイデアが⽣まれます。定住人口の減少を交流人口で補う目的で自治体を始めとした、
様々なアクターがコンテンツツーリズムの活用に積極的に取り組んでい 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① コンテンツツーリズムの基礎を理解し、問題と課題について説明出来るようになる。 
② コンテンツツーリズムの役割や重要性を理解し、経済的価値の観点で説明出来るように
なる。 
③ コンテンツツーリズム社会との関わりの中でどのような役割を果たして、社会的価値を
与える 
  かを提案出来るようになる。  
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(3)    多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力 （多様性理解） 
(4) 問題発見・解決力 
(6) 専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 

20.参考文献 
⻄川克之編著『フィールドから読み解く観光文化学』(ミネルヴァ書房）ISBN978-4-623-
08585-9  
岡本健編著『コンテンツツーリズム研究』 ISBN9784571410628 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％ 【学修目標の①に対応】 
確認テスト              40％ 【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％ 【学習目標の③に対応】 
ルーブリックを用いて評価します。 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が⽣じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと。 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由 

22.コメント 

 観光コンテンツの種類は、時代と共に変化しており、経済的価値が無い、その地域固有の
歴史、環境をはじめ、様々なモノや体験にアイデアを加えることで経済的価値を創造するこ
とが可能です。 
 これはみなさんにでも可能です。アイデアで観光が発⽣すれば、それは⽴派なコンテンツ



ツーリズムです。毎回皆さんのアイデアをもとにディスカッションしますので積極的な姿勢
で授業への参加をお願いします。 
 各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜
変更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークの場合、交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 ガイダンス 
  ・講義の概要を説明する 

興味あるコンテンツ 

2 回目 
コンテンツツーリズムの経済効果 
  ・コンテンツツーリズムの経済効果について学ぶ 

コンテンツの経済効果 

3 回目 
コンテンツツーリズムの歴史 
  ・コンテンツツーリズムの歴史や近年の特徴につ
いて学ぶ 

コンテンツの歴史の貢献を考える 

4 回目 
コンテンツツーリズムの国際的展開 
  ・国際的展開について 

国際事例を考える 

5 回目 
コンテンツツーリズムとフィルムコミッション 
  ・フィルムコミッションの機能について学ぶ ドラマ・映画事例を考える 

6 回目 
新たなコンテンツツーリズム 
  ・コロナ禍のコンテンツの変化 テスト準備 

7 回目 前半リスレクション 
確認テスト 

ケース準備 

8 回目 
コンテンツツーリズムのケース発表とディスカッショ
ン① 
 

ケース準備 

9 回目 
コンテンツツーリズムのケース発表とディスカッショ
ン② 
 

ケース準備 

10 回目 
コンテンツツーリズムのケース発表とディスカッショ
ン③ 
 

ケース準備 

11 回目 
コンテンツツーリズムのケース発表とディスカッショ
ン④ 
 

ケース準備 

12 回目 
コンテンツツーリズムのケース発表とディスカッショ
ン⑤ 
 

発表準備 

13 回目 
コンテンツツーリズムのケース発表とディスカッショ
ン⑥ 発表準備 

14 回目 
後半リフレクション 
・後半確認テスト 発表準備 

15 回目 
コンテンツツーリズムのまとめ 
・コンテンツ・ツーリズムをふりかえり、レポートを
提出する 

レポート作成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TC2211-
Y01 

2.科目名 スピリチュアルツーリズム論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小磯学 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件 とくになし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義（人数によっては演習方式も取り入れ
る） 

16.履修制限 とくになし 

17.授業の目的と概要 

本科目の概要： 
・スピリチュアル・ツーリズムは 20 世紀後半以降ますます多様化していく観光活動のひと
つとして注目されている。宗教の枠を離れ、一人ひとりが自らの「神聖なもの」・「聖なるも
の」を追い求める心の旅＝自己実現（自分探し）の旅について、具体事例を紐解きつつその
現状と展望を探る。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標：  
以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ。 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える。 
スピリチュアル・ツーリズムについて、下記を説明できること： 
①スピリチュアル・ツーリズムとは何か。その歴史的発展、今日の観光活動における位置づ
け。 
②世界の主だったスピリチュアル（パワー）・スポットについて。 
③観光者が旅する動機の多様性について。 
④精神的⽣活の向上と充実、⽣きる上での幸福を希求する旅について。 

19.教科書・教材 特定の教科書は使わない。授業中に資料を配布する。 

20.参考文献 
・門田岳久 2013 年 『巡礼ツーリズムの⺠族誌』森話社。 
・星野英紀 他 2012 年 『聖地巡礼ツーリズム』弘文堂。 
・山中弘 2012 年 『宗教とツーリズム』世界思想社。 

21.成績評価 課題発表：30％（学習目標②に対応）＋期末テスト：70％（学習目標②③④に対応） 

22.コメント 

最重要事項＝やる気、本気、根気、好奇心と情熱、自分自身で考えること。 
毎回の授業のテーマ、要点などをかならずノートに書きとること。そのノートに基づき、該
当テーマを他人に説明できることが必要。 
身近な神社や寺、教会、あるいはパワー・スポットを探し、それがどのように伝承されて来
たのか考えてみる。 

23.オフィスアワー 
研究室：金曜 3 限 
学習支援センター：水曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
イントロダクション：スピリチュアルとは。旅とスピ
リチュアル。 

スピリチュアル・ツーリズムとは、何も求め
る旅なのか。 

【第 2 回】 
スピリチュアル・ツーリズム成⽴の背景（1） マ
ス・ツーリズムからニュー・ツーリズムへ 20 世紀後半以降の観光の潮流を振り返る。 

【第 3 回】 スピリチュアル・ツーリズム成⽴の背景（2） ニュ 20 世紀後半以降の観光の潮流を振り返る。 



ー・エイジとヒッピーとスピリチュアル 

【第 4 回】 
スピリチュアル・ツーリズム成⽴の背景（3） スピ
リチュアル・ツーリズムの誕⽣−つの効果と「3 つの
S」 

20 世紀後半以降の観光の潮流を振り返る。 

【第 5 回】 スピリチュアルな聖地（1） サンティアゴ・デ・コ
ンポステーラ（スペイン） 

スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 6 回】 スピリチュアルな聖地（2） セドナ（アメリカ） 
スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 7 回】 
スピリチュアルな聖地（3） グラストンベリー（イ
ギリス） 

スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 8 回】 
パワースポット／スピリチュアルスポットを探す：発
表会① 

聖地の「紹介・課題・展望」を調べ発表す
る。 

【第 9 回】 パワースポット／スピリチュアルスポットを探す：発
表会② 

聖地の「紹介・課題・展望」を調べ発表す
る。 

【第 10 回】 スピリチュアルな聖地（4） インドの聖地巡礼 スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 11 回】 
スピリチュアルな聖地（5） キリスト教の聖地巡礼
と聖遺物崇拝 

スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 12 回】 
スピリチュアルな聖地（6） イスラーム教の聖地巡
礼 

スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 13 回】 
スピリチュアルな聖地（7） 紀伊山地の霊場と参詣
道（日本） 

スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 14 回】 スピリチュアルな聖地（8） 四国巡礼（日本） スピリチュアル・ツーリズムの代表的な聖地
の概要を理解する。 

【第 15 回】 総括試験 観光活動の多様化と展望について。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2102-
Y01 

2.科目名 観光地理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
授業では、毎回テーマを決め、観光についての日本地理について学習します。観光地の現
状、課題について、日本の主要な観光地域を事例として学びます。歴史、産業、文化、自然
環境などが関わることで観光地域、地域の創意工夫による開発が観光地の発展につながるこ
とを理解します。 
【概要】 
はじめの 4 回の授業では、日本全体を視野に入れてその多様な地理的特徴と区分について学
習します。５回から 13 回目までは、日本の諸地域にクローズアップして、自然環境・産
業・人口などの特徴や観光資源について学習します。授業は、講義の部 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
１．受講⽣は、日本についての基本的な地理的知識を理解して、説明することができる。  
２．受講⽣は、授業で身につけた日本地理の知識に基づいた、日本をめぐるオリジナルの観
光プランを企画して、授業で発表することができる。 

19.教科書・教材 教材を Web Class にて配布します 
20.参考文献 地図帳。授業中に紹介します。 

21.成績評価 

日本の都道府県クイズ作成・日本の都道府県カルタ作成・毎回提出する授業内レポート(２
5％)…（学習目標１に対応） 
発表（日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表）(25％)…（学習目標１に対
応） 
中間テストと期末テスト(５０％)…（学習目標２に対応） 
記述問題と発表については、ルーブリック評価により採点します。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション：地球儀で地球の姿をみよう  
【第 2 回】 世界の国々と地域区分：地図をみよう グループあるいは個人で、日本の都道府県ク



日本の位置を調べよう：自然環境からみた日本  
日本の都道府県クイズ 

イズを作ってもらいグループごとに発表しま
すので、準備学習をしてください。 

【第 3 回】 ⾊々な見方で都道府県を探ろう  
日本の都道府県かるた 

グループあるいは個人で、日本の都道府県か
るたを作ってもらいます。グループごとに発
表しますので、準備学習をしてください。 

【第 4 回】 
日本をいくつかの地域に分けよう：自然や文化をもと
に区分しよう  
日本の地形：山地・海岸・河川・平地 

グループで、日本の都道府県クイズとかるた
大会をします。大会の後には振り返りシート
を授業中に提出してください。 

【第 5 回】 日本の諸地域：九州・沖縄地方 

グループあるいは個人で、九州・沖縄地方の
観光地を一つ選んで発表しますので、準備学
習をしてください。発表の後には発表内容を
まとめて授業中に提出してください。 

【第 6 回】 日本の諸地域：中国地方 

グループあるいは個人で中国地方の観光地を
一つ選んで調べてもらい発表しますので、準
備学習をしてください。発表の後には発表内
容をレポートにまとめて授業中に提出してく
ださい。 

【第 7 回】 日本の諸地域：四国地方 

グループあるいは個人で四国地方の観光地を
一つ選んで調べてもらい発表しますので、準
備学習をしてください。発表の後には発表内
容をレポートにまとめて授業中に提出してく
ださい。 

【第 8 回】 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その１） 
中間テスト 

中間テストの準備学習をしてください。ツア
ープランのアイデア発表の後には発表内容を
まとめて授業中に提出してください。 

【第 9 回】 
日本の諸地域：近畿地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その２） 

グループあるいは個人で、近畿地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をレポートにまとめて授業中に提出して
ください。 

【第 10 回】 
日本の諸地域：中部地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その３） 

グループあるいは個人で、中部地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容を授業中にレポートにまとめて授業中に
提出してください。 

【第 11 回】 

日本の諸地域：関東地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その４）  
 

グループあるいは個人で、関東地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をまとめて授業中に提出してください。 

【第 12 回】 

日本の諸地域：東北地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その５）  
 

グループあるいは個人で、東北地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をレポートにまとめて授業中に提出して
ください。 

【第 13 回】 
日本の諸地域：北海道地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その６）  

グループあるいは個人で北海道地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表



 内容をまとめて授業中に提出してください。 

【第 14 回】 

期末テスト 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その７）  
 

期末テストの準備学習をしてください。ツア
ープランについて発表の準備をしてくださ
い。発表の後には発表内容をレポートにまと
めて授業中に提出してください。 

【第 15 回】 まとめ 期末テストのふりかえり、発表のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2103-
Y01 

2.科目名 世界遺産論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科・（総合社会学科 2019 年度以降入学⽣） 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
この科目は、ユネスコ世界遺産条約の歴史と意義、および保護対象とされる世界遺産とその
保全について学ぶ授業です。 
【科目の概要】 
世界には多種多様な素晴らしい文化と自然があり、訪れる人々に感動を与えています。とは
いえ、⻑大な時間のなかでこれらの遺産が形成され、受け継がれてきた一方で、やはり多く
の文化や自然がさまざまな要因で失われてきたことも事実です。この授業では、人類が協力
し遺産を守り継承する制度として誕⽣した世界遺産条約について、特に文化遺産に焦点を当
てながら、世界遺産条約の理念と歴史を学び 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP と関連しています。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる。 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①文化遺産の類型と特性について説明できる。 
②世界遺産条約の理念と歴史について説明できる。 
③遺産保全のための取り組みと保全の課題を説明できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 中村俊介『世界遺産: 理想と現実のはざまで 』岩波新書、2019 年 
松浦晃一郎『世界遺産――ユネスコ事務局⻑は訴える』講談社、2008 年 

21.成績評価 

評価の方法と採点は以下の通りです。 
・ワークシート・・・・１0%   【学習目標①②③に対応】 
・ディスカッションでの発言・・・・・10%   【学習目標①②③に対応】 
・確認試験・・・・・30% 
・総括試験・・・・・50%    【学習目標①②③に対応】 

22.コメント 
観光の対象としてブランド化している世界遺産ですが、世界遺産としての価値の捉え方をき
ちんと理解してから訪問すると、また新たな一面が見えてきます。積極的に世界遺産を訪
れ、授業の学びと関連付けてみてください。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・世界遺産に関する問題提起 

予習：シラバスをよく読んでおく 
復習：世界遺産に関する問題を調べる 

【第 2 回】 講義：世界遺産とはなにか 
ディスカッション：世界遺産とは？ 

予習：NHK 世界遺産の DVD を 1 本見てお
く 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった



用語・概念について調べる 

【第 3 回】 
講義：世界遺産条約の概要 
ディスカッション：世界遺産条約の目的 

予習：世界遺産条約に目を通しておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 4 回】 
講義：文化・文化財・文化遺産 
ディスカッション：文化とは？ 

予習：文化の概念を調べておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 5 回】 講義：文化遺産の類型と特性 
ディスカッション：文化遺産を守る意義 

予習：文化遺産の類型について調べておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 6 回】 講義：戦争と文化遺産〜二つのハーグ条約 
ディスカッション：文化遺産はなぜ攻撃されるのか 

予習：ハーグ国際条約について調べておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 7 回】 
講義：世界遺産条約の成⽴（１） 第二次大戦後のユ
ネスコによる文化遺産保全活動 
ディスカッション：途上国にとっての世界遺産の意味 

予習：ユネスコ憲章を読んでおく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 8 回】 
講義：世界遺産条約の成⽴（２） ヌビア遺跡保全プ
ロジェクト／自然遺産保全の展開 
【確認試験】前半の内容に関する理解の確認 

予習：ヌビア遺跡保全プロジェクトについて
調べておく・前半の内容についてまとめてお
く 
復習：確認試験で分からなかった点について
あらためて調べる 

【第 9 回】 講義：世界遺産条約の目的と仕組み 
ディスカッション：世界遺産登録の手続きの課題 

予習：世界遺産条約履行のための作業指針に
目を通しておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 10 回】 
講義：遺産の価値と登録基準（文化遺産） 
グループワーク：登録推薦書を読んでみる 

予習：遺産の登録基準について調べておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 11 回】 
講義：遺産の価値と登録基準（自然遺産） 
グループワーク：登録推薦書を読んでみる 

予習：遺産の登録基準について調べておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 12 回】 
講義：文化遺産の保全とオーセンティシティ 
ディスカッション：ホンモノの難しさ 

予習：オーセンティシティの概念について調
べておく 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる 

【第 13 回】 講義：遺産の完全性 
ディスカッション：⽣活と遺産保全 

予習：遺産の完全性について調べておく
（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 14 回】 
講義：世界遺産の課題 
ディスカッション：世界遺産の保全と活用のあるべき
姿 

予習：関連文献を読む（60 分） 
復習：授業で扱ったテーマや分からなかった
用語・概念について調べる（60 分） 

【第 15 回】 【総括試験】 順義：授業内容についてまとめておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2202-
Y01 

2.科目名 ユニバーサルツーリズム論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：この科目は持続可能な社会を目指すなかでツーリズムの役割を理解し活用する能力を
身につけことを目的とします。 
概要：具体的にはバリアフリーとユニバーサルデザインの違いを理解し、ツーリズムを通じ
て持続可能な社会を作るためには何が必要かを学びます。さらに、ホスピタリティ精神の醸
成を踏まえたユニバーサルツーリズムを理解することが概要です。さらに、「ウェルビーイ
ング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指します。 
授業は講義、ディスカッション、発表で構成されます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（２）社会に能動的に貢献する姿勢（社
会的貢献性）（３）多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性の理解）（４）問
題発見・解決力 
、さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を学
習目標とします。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①ユニバーサルデザインを理解し、説明できる。 
?ユニバーサルデザインにおける接遇を説明できる。 
③バリフリーの情報発信について説明できる。 
④多文化理解がどの様なものか説明できる。 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 
20.参考文献 適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①ミニッツペーパーの提出と理解度 30％(各 3 点程度）〔学習目標①〜③に対応〕 
?課題レポートの提出  20％〔学習目標①に対応〕 
③総括試験 50％ 〔学習目標?④に対応〕 

22.コメント 
質問等はメール、WebClass 等を積極的に利用しましょう。 
遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 月曜日 3 限事前予約制 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
講義：ガイダンス 
ユニバーサルツーリズムで何を学ぶか。評価基準と配
点、課題等について説明する。 

PC またはタブレット等は全回で必要 
予習：バリアとバリアフリーについて調べノ
ートにまとめておく。 
復習：復習とノート整理 

第 2 回 
講義：「バリアフリーの理解」 
バリアとバリアフリーを学ぶ。身近なバリアを考え
る。 

復習：復習とノート整理 
予習：ユニバーサルデザインについて調べノ
ートにまとめておく。 

第 3 回 
講義：「ユニバーサルデザイン」 
ユニバーサルデザインの理解を中心に今なぜユニバー

復習：復習とノート整理 
予習：岐阜県高山市の観光を調べノートにま



サルデザインが必要なのかを学ぶ。 とめておく。 

第 4 回 
講義：「高山市と観光」 
ユニバーサルデザインを推進する高山市の報告から観
光とユニバーサルについて学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：ふるさと（各自又はご両親の出身県な
ど）のバリアフリー政策を調べノートにまと
めておく。 

第 5 回 
講義：「デスティネーションとユニバーサル」 
観光推進政策におけるユニバーサルツーリズムの取組
を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：第 8 回の課題に取り組む 

第 6 回 
講義：「ユニバーサルデザインと接遇」 
ユニバーサルツーリズムにおける接遇を理解する。接
遇の注意点を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：第 8 回の課題に取り組む 
*課題「身近（家庭の中、社会の中）のユニ
バーサルデザインがどの様な価値があるのか
を中心にレポートにまとめ webclass に提出
（A４1500 字以上とします。1500 字以下は
未提出扱い） 

第 7 回 
講義：「ツーリズム産業における現状」 
ユニバーサルツーリズムにおける産業としての現状を
理解し、どの様な意識と取組みなのかを学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：第 8 回の課題に取り組む 

第 8 回 講義他：「課題発表」 
課題を発表する。 

復習：復習とノート整理 
予習：ユニバーサルデザインの国内旅行商品
を調べノートにまとめる。 

第 9 回 講義他：「課題発表」 
課題を発表する。 

復習：復習とノート整理 
予習：ユニバーサルデザインの国内旅行商品
を調べノートにまとめる。 

第 10 回 
講義：「バリアフリーの情報発信」 
情報発信の現状と、発信の方法を学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：ユニバーサルデザインの海外旅行商品
を調べノートにまとめる。 

第 11 回 
講義：「ユニバーサルツーリズムマーケティング」 
高齢者・障がい者の旅行に対する意識や実態をエビデ
ンスを基に考察する。 

復習：復習とノート整理 
予習：ユニバーサルデザインの海外旅行商品
を調べノートにまとめる。 

第 12 回 
講義：「ユニバーサルツーリズム ⿊川温泉事件」 
ユニーバーサルツーリズムびおいて世間を騒がせた⿊
川温泉での出来事を検証し問題点を考察する。 

復習：復習とノート整理 
予習：JTB、HIS のユニバーサルデザインの
旅行商品を調べノートにまｔめる。 

第 13 回 
講義：「ユニバーサルツーリズムと旅行代理店」 
市場で集中戦略を実施する旅行代理店に焦点を当て、
その強みを学ぶ。 

復習：復習とノート整理 
予習：アジア旅行での文化の違いを調べノー
トにまとめる。 

第 14 回 
講義：「多文化理解」 
ユニバーサルツーリズムの理解の上で重要なのが多文
化理解です。この回では多文化理解を学びます。 

復習：復習とノート整理 
予習：第 2 回〜14 回を整理し復習をする。 

第 15 回 まとめと総括試験 復習：復習とノート整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2207-
Y01 

2.科目名 北米地域研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤泰⽣ 

5.授業科目の区分 基盤教育 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全専攻 9.履修学年 全学年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：現代のアメリカ社会を理解するのに必要な歴史的視野を培う。 
概要：植⺠地時代から現代までのアメリカ合衆国の歴史と文化を概観し、現代アメリカ社会
を形づくる規範の⽣成と変成を学びます。加えて 2022 年度は、ジェンダー規範に注意を払
い、その存在がアメリカ女性の⽣き方にどのような影響を与えてきたか、文学表象、回が、
映画などを取り上げながら学びます。 また、読書レポートの執筆を通じて、小説を読みな
がら外国の歴史や文化を学ぶ視点を取得します。 
 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 ジェンダー規範の歴史構築性が指摘されるようになって久しいにもかかわらず、その規範
を批判的に乗り越えるのは容易なことでありません。授業での学習を通し、その困難に丁寧
に向かい合い、well-being の基板形成に不可欠なジェンダー規範への理解を深め、異文化へ
の感性を高めることが学習の目標になります。具体的に①〜⑤を目標とする。 
① 18 世紀、19 世紀における合衆国の歴史と文化について基礎知識を習得する。 
② 異なる文化を持つ異なる⺠族が共⽣するうえでの問題点を理解する。 
③ ジェンダー平等の先進国とも追われるアメリカ合衆国における女性の経験を学ぶ。 
④ ⿊人奴隷制がアメリカ合衆国に根付いた歴史を理解する。 
⑤ ①〜④を学ぶことで、文化の多様性への理解を学⽣は修得する。 

19.教科書・教材 
ナサニエル・ホーソン著/八木敏雄訳『緋文字』[原著 1850]（岩波文庫）[購入すること] 
他の補助教材を適宜授業中に紹介します。 

20.参考文献 
和田光弘編『大学で学ぶアメリカ史』（ミネルヴァ書房、2014） 
そのほか必要な参考資料を Webclass で適宜配布します。 

21.成績評価 

学期中に提出を求める複数の歴史⽩地図 ーーー 20 点  (学修目標①に対応） 
教材に指定した小説の読書レポート  ーーーー 30 点  (学修目標②③に対応) 
学期中に鑑賞する映画の感想レポート ーーーー 10 点 （学習目標④に対応） 
総括試験              ーーーー 40 点 （学習目標⑤に対応） 
全ての評価対象を実施、提出したうえで、合計 60 点以上の評価で合格となる。 

22.コメント 

 地域研究で大切なことは、興味の対象に近づき、味わい、驚き、不思議に思い、楽しむこ
とです。そして、その気持ちの原因を自分で分析することが何より大切です。受講⽣のそう
した気持ちを確かめながら授業では講義を進めます。疑問に思うことがあったら遠慮無く質
問をして下さい。 
 なお、読書レポートや映画の感想などは、自分の言葉で必ず書くこと。剽窃（コピペ）を
発見した場合、理由のいかんにかかわらず、その学⽣には単位を出しません。剽窃（コピ
ペ）は犯罪です。この点は厳格な判定をするので、注意をすること。 
 

23.オフィスアワー 毎週木曜日 3 時限：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 講義「導入：近代アメリカの歴史と文化を学ぶ」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 



第 2 回 講義「ピューリタニズムの歴史遺産：英領植⺠地にお
ける多元社会の模索」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
提出：歴史⽩地図「合衆国大陸 48 州の州名
記入」（⽩地図データは Webclass で配布） 

第 3 回 講義「信仰と寛容：政教分離と良心の自律」 復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 4 回 講義「⿊人奴隷制社会の誕⽣：自由と隷属」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 5 回 講義「独⽴革命の論理：独⽴から相互依存へ」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 6 回 講義「連邦憲法の成⽴：権威・政府・国⺠」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
 

第 7 回 
講義「近代アメリカにおける女性の経験：「共和国の
⺟」が⽣まれるまで」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
提出：教材『緋文字』読書レポート(提出方
法は Webclass で指示します) 

第 8 回 講義「アメリカ女権運動の黎明：セネカフォールズに
おける「所感の宣言」」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 9 回 
講義「個人主義とコミュニタリアニズム：性の規範に
挑戦した者たち」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 10 回 
映画鑑賞「『それでも夜は明ける』：南部社会論の系
譜」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 
提出：①歴史⽩地図「1860 年における自由
州と奴隷州」（⽩地図データは Webclass で
配布）②鑑賞した映画の感想（教室で手書き
で提出） 

第 11 回 
講義「反奴隷制度運動と社会改革の時代：セクショナ
リズムの時代を⽣きる女性」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 12 回 講義「南北戦争：国⺠国家の誕⽣」 
復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 13 回 
講義「二つのゲティスバーグ演説：奴隷解放の蹉跌と
その歴史遺産」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 14 回 講義「19 世紀女権運動と「新しい女」の模索：「家庭
の天使」からの解放を求めて」 

復習：ノートの整理 
予習：Webclass の資料を読む 

第 15 回 授業の総括と試験：「近代アメリカの歴史と文化：女
性の視点」 

試験：授業の振り返りをしたあと、論述試験
を教室で行う 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2208-
Y01 

2.科目名 中南米地域研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 蝦名大助 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 現代社会学部観光学科・総合社会学科 9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
世界遺産論、北米地域研究、文化人類学、
宗教と社会、などを併せて履修することが
望ましい 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 
中南米の基礎知識を身につけることを目的とします。 
また、講義で得た知識を通して、自国の社会について考えます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP3（多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力）と関連してい
ます。 
①中南米の地理について理解する。 
②中南米の観光資源とその歴史的背景について知る。 
③中南米の社会や文化について知る。 

19.教科書・教材 資料を配付します。 
20.参考文献 授業中に適宜指示します。 

21.成績評価 

・授業内小テストまたはワーク、小レポート 40 点 ［学習目標②③に対応］ 
・中南米に関するニュースの報告 10 点 ［学習目標③に対応］ 
・地図のテスト 20 点 ［学習目標①に対応］ 
・期末レポート 30 点 ［学習目標②③に対応］ 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：木 3 
 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
・オリエンテーション（授業の内容、目標、方法、評
価方法、レポート作成の注意点について） 
・講義：中南米の基礎知識 

復習、中南米に関するニュースを調べる 

【第 2 回】 ・講義：中南米の地理 
・ワーク：中南米の地図 

中南米の地理についての復習、中南米に関す
るニュースを調べる 

【第 3 回】 
・講義：中南米の自然 
・中南米の地図のテスト 

中南米の文明についての予習、中南米に関す
るニュースを調べる 

【第 4 回】 
・講義：中米の文明 
・ワーク：中米の文明についてまとめる 

中米の文明についての復習、中南米に関する
ニュースを調べる 

【第 5 回】 
・講義：南米の文明 
・ワーク：南米の文明についてまとめる 

南米の文明についての復習、中南米に関する
ニュースを調べる 

【第 6 回】 ・講義：大航海時代と植⺠地の形成 
・ワーク：授業内容をまとめる 

中南米の歴史についての復習、中南米に関す
るニュースを調べる 

【第 7 回】 
・講義：独⽴以降の中南米 
・ワーク：授業内容をまとめる 

中南米の歴史についての復習、中南米に関す
るニュースを調べる 

【第 8 回】 
・講義：中南米の食文化 
・ワーク：中南米の食文化についてまとめる 

中南米の食文化についての復習、中南米に関
するニュースを調べる 

【第 9 回】 ・講義：移⺠ レポート作成を進める、中南米に関するニュ



・ワーク：移⺠について考える ースを調べる 

【第 10 回】 ・講義：中南米の言語 
・ワーク：言語の未来について考える 

レポート作成を進める、中南米に関するニュ
ースを調べる 

【第 11 回】 
・講義：先住⺠とその文化 
・ワーク：自国の少数⺠族について考える 
・期末レポート（仮原稿）の提出 

中南米に関するニュースを調べる 

【第 12 回】 
・講義：宗教と⺠間信仰 
・ワーク：宗教についてまとめる 
・期末レポート（仮原稿）に対するコメント 

レポート作成を進める、中南米に関するニュ
ースを調べる 

【第 13 回】 ・講義：中南米の大衆文化 
・ワーク：中南米の大衆文化について考える 

レポート作成を進める、中南米に関するニュ
ースを調べる 

【第 14 回】 
・講義：現代の社会問題 
・ワーク：日本の社会問題との比較 

レポート作成を進める、中南米に関するニュ
ースを調べる 

【第 15 回】 
・まとめ 
・期末レポート提出 

配布した資料の確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2210-
Y01 

2.科目名 オセアニア地域研究 3.単位数 2 

4.授業担当教員 行木敬 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科・（総合社会学科 2019 年度以降入学⽣） 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
オセアニア（太平洋）の島々や国家について、伝統的な⽣業や文化、また植⺠地化や観光地
化の歴史、現在の先住⺠復権運動や、人々が抱える文化的アイデンティティをめぐる問題を
学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この授業の学習目標は DP の（3）多様性の理解と（2）問題解決力の学修に関連していま
す。 
①オセアニアの伝統的な⽣活や文化について説明できる。 
②オセアニアの近現代史について説明できる。 
③オセアニアの人々が抱える現代的問題について説明できる。 

19.教科書・教材 毎回、教材を配布します（教科書は使用しません） 
20.参考文献 授業進行に合わせて紹介していきます。 

21.成績評価 
評価の方法と配点は次のとおりです。 
・授業内小テスト（8 回） … 5 点×8（学習目標①②③に対応） 
・期末試験 … 60 点（学習目標①②③に対応） 

22.コメント  

23.オフィスアワー ⽕曜 3 限目（学修支援センター） 
金曜 4 限目（個人研究室） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

苦悩する「楽園」、抵抗する「秘境」 
・授業ガイダンス……授業テーマについて、出席確認
や成績評価の方法、期末テストについて 
・地域概要……メラネシア／ミクロネシア／ポリネシ
ア 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 2 回】 ５万年の航海 ― 人類のオセアニア進出の歴史 
・地域紹介……イースター島（ポリネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 3 回】 
「高い島」と「低い島」― 環境と⽣業１：島の成⽴
ちと環境の違い 
・地域紹介……小笠原諸島（ミクロネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 4 回】 
熱帯のハンターたち ― 環境と⽣業２：メラネシアの
⽣業 
・地域紹介……オーストラリア 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 5 回】 
天国に一番近い地獄 ― 環境と⽣業３：ミクロネシア
の⽣業 
・地域紹介……キリバス（ミクロネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 6 回】 
リーダーの条件 ― 伝統社会１：メラネシアのビッグ
マン制 
・地域紹介……バヌアツ（メラネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 7 回】 名誉の貨幣 ― 伝統社会２：贈与交換と威信 ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 



・地域紹介……トロブリアンド諸島（メラネシア） ・小テストに解答、送信 

【第 8 回】 
貧困の中の平等 ― 伝統社会３：ミクロネシアの首⻑
制 
・地域紹介……ヤップ島（ミクロネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 9 回】 
呪力マナと王の身体 ― 伝統社会４：ポリネシアの王
制 
・地域紹介……トンガ（ポリネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 10 回】 
幻の「南方大陸」― 近現代史１：大航海時代から植
⺠地化へ ・今回のキーワード、コメント送信（復習） 

【第 11 回】 
届かなかった積荷 ― 近現代史２：キリスト教化とカ
ーゴカルト 
・地域紹介……ニューギニア高地（メラネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 12 回】 
大きな戦争と小さな国家 ― 近現代史３：太平洋戦争
と戦後のオセアニア 
・地域紹介……モグモグ島（ミクロネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 13 回】 
創られた楽園 ― 近現代史４：「楽園」イメージの創
出とオセアニアの観光開発 
・地域紹介……タヒチ（ポリネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 14 回】 
苦悩する「楽園」、抵抗する「秘境」― 近現代史５：
ネオ・コロニアリズムと復権運動の複雑性 
・地域紹介……グアム、サイパン（ミクロネシア） 

・今回のキーワード、コメント送信（復習） 
・小テストに解答、送信 

【第 15 回】 総括試験 
・期末試験はこれまでのレジメやノートの持
ち込み可 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2221-
Y01 

2.科目名 国際観光論 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 4 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 
講義 
演習 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】 
 国際観光論では、送り出し国・受入国が存在するため両方の視点から各国・地域の国際観
光市場の動きを学びます。各国の政治・経済・文化を含む国際観光事情だけでなく、インバ
ウンド・アウトバウンド双方から観光がもたらす様々なプラス・マイナスの効果を学びま
す。 
【目的】 
 授業では国際観光の歴史的背景を概観したうえで、将来に向けた持続可能な国際観光を考
え体系的に学ぶことを目的としている。このため、ディスカッションや発表を取り入れま
す。特に後半の講義では学⽣主体の発表を取り入れるので能動的な参加態度が必要と 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 国際観光および国際観光市場とは何かを具体的に説明できるようになる 
② 国際観光の経済における重要性を説明することができるようになる 
③ 持続可能な観光の役割で社会的価値を提案出来るようになる 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(2)  社会に能動的に貢献する姿勢 （社会的貢献性） 
(3) 多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力 （多様性理解） 
(4） 問題発見・解決力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 必要に応じて案内します。 

21.成績評価 

リアクションペーパー         20％    【学修目標の①に対応】 
確認レポート・テスト         40％    【学習目標の②に対応】 
グループまたは個人発表・最終レポート 40％    【学習目標の③に対応】 
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が⽣じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め 

22.コメント 

毎回皆さんのアイデアをもとにディスカッションしますので積極的な姿勢で授業への参加を
お願いします。各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状
況により適宜変更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 
フィールドワークの場合、交通費がかかります。 

23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 ガイダンス 
講義の概要を説明する 

持続可能な観光を考える 

2 回目 
国際観光の定義・目的 
・観光の経済的価値 

観光の経済的価値を考える 

3 回目 
国際観光の時代 
・観光の社会的価値 観光の社会的価値を考える 

4 回目 
国際観光受入比較 Ⅰ 
・観光の交流価値 観光客の特徴を考える 

5 回目 国際観光受入比較 Ⅱ 
・観光の交流価値 

観光客の特徴を考える 

6 回目 
国際観光市場の概観と特徴 
・訪日観光のプラスとマイナス 

訪日観光市場を理解する 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 

確認テスト 

8 回目 
観光産業の国際比較 
・世界の観光市場 世界の観光を理解する 

9 回目 国際観光の新しい動きⅠ MICE 
 

ケースディスカッション 

10 回目 国際観光の新しい動きⅡ  海外イベント 
 

ケースディスカッション 

11 回目 
国際観光の新しい動きⅢ 国内イベント 
 

ケースディスカッション 

12 回目 
国際観光の新しい動きⅣ DX 
 ケースディスカッション 

13 回目 
個人発表① 
  ・持続可能な国際観光テーマを発表する 発表準備 

14 回目 個人発表② 
  ・持続可能な国際観光テーマを発表する 

発表準備 

15 回目 
まとめ 
・ふりかえり、レポートを提出する 

レポート作成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2222-
Y01 

2.科目名 
Advanced Reading and Writing（１） 
（2018 ⽣） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  
17.授業の目的と概要  
18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

 

19.教科書・教材  
20.参考文献  

21.成績評価 
 
 

22.コメント  
23.オフィスアワー 授業の前後に教室で質問を受け付けます。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2224-
Y01 

2.科目名 
Advanced Speech and Communication
（１） （2018 ⽣） 

3.単位数 1 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 All international students taking this class must first take the placement test. 

17.授業の目的と概要 
The purpose of this course is to help ELLs speak with confidence and fluency. Through 
watching exciting videos and vivid images, students will be motivated to improve their 
communication skills. Key grammar and vocabulary will be emphasized. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this semester course,  
1. students will be able ot learn to talk about themselves and others, describe 
experiences,  
2. students will be able totalk about healthy lifestyles, liklihoods and feelings, 
3. students will be able topractice agreeing and disagreeing, and making appointments. 

19.教科書・教材 Worldlink 2 A Combo Split, 3rd edition ISBN-13: 978-1-305-65104-3 
20.参考文献 A dictionary. 

21.成績評価 

 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to reveiew notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments in 
the International Exchange Center. 

23.オフィスアワー Flexible office hours are available upon request in the International Exchange Center. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Students will practice speaking through ice-breaker 
activities; learn about course content. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 1: Students will learn to talk about important 
people, introduce others, do vocab and grammar 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Unit 1: Students will practice various present 
tenses, do conversation practice, and glass 
information exchange activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
Unit 2: Students will learn to describe food and how 
it is prepared, study vocabulary, practice making 
improvements to restaurants through oral activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Unit 2: Students will watch a video, do internet 
research activity using a commercial, learn to make 
suggestions, practice an authentic conversation. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 Unit 3: Students will watch a video, learn grammar １今回の復習 



to explain likelihood, do possibility activity. ２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 
Unit 3: Students wil practice a conversation and 
make their own. They will also play a guessing 
game using learned structures. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Mid-term exam 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 
Unit 4: Watch video, learn to interpret numbers, 
discuss fashion trends and personal style 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
Unit 4: Watch video, learn to interpret numbers, 
discuss fashion trends and personal style 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
Unit 5: Students will watch a video, do vocabulary 
activity, and describe chores. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
Unit 5: Students will watch a video, do vocabulary 
activity, and describe chores. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 
Unit 6: Students will watch a video, discuss 
educational and work goals, and learn to rerspond 
to bad news and offer help. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 
Unit 6: Students will watch a video, discuss 
educational and work goals, and learn to rerspond 
to bad news and offer help. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Final Exam  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2226-
Y01 

2.科目名 英語で学ぶ日本（１） （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 服部拓哉 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学⽣） 9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This class is a discussion-style class that contains some of the most current issues of 
interest to young Japanese people. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

By the end of this semester course, 
1. students will be able to give their opinions about current news items and hot topics. 
2. students will discuss Japanese politics, economy, education, society, immigration, etc. 
（本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の
考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています） 
 

19.教科書・教材 In class, materials will be delivered as handouts. 
20.参考文献 (Hot Topics Japan 1, ISBN-13: 978-1-61352-519-7) 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②、③に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②、③に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments. 

23.オフィスアワー 
Flexible office hours are available to students through appointment, which can be made 
before and after classes. 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introduction to class and ice-breaker activities. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
We will examine the concept of personal space in 
Japan and compare it with that of other countries. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
We will explore key elements of Japanese tea 
culture through reading, listening and discussion 
activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 
We will explore the concept of collectivism in Japan 
through readings and listening activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
We will learn about and discuss the presence and 
use of medical masks in Japan. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
We will learn about and discuss various youth 
subcultures in Japan. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 7 回】 We will read about and discuss the restaurant １今回の復習 



culture of Japan. ２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Midterm Test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 We will learn about and discuss juku culture 
through videos, readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
We will learn about smartphone etiquette in Japan 
through readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
We will examine why Japan has so many vending 
machines through videos, readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 
We will explore Japan's love affair with robots and 
robotics through readings and discussions. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 Choose presentation topics and research. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 Presentations. 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Final review and practice exam.  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2228-
Y01 

2.科目名 英語で学ぶ文化（１） （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科（2018 年度以前入学⽣） 9.履修学年 3 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
This class will discuss stories and ideas about the world from a global perspective. 
Lessons will include listening, reading, writing and  speaking opportunities. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
By the end of this semester course,  
1. students will be able to discuss reasons for living where we do, our senses and 
experiences,  
2. students will be able to think and talk about causes and effects, values, financial 
habits, and public art. 

19.教科書・教材 World English 3, Heinle ELT; 3rd edition (July 16, 2019) ISBN-13 ? : ? 978-0357113691 
20.参考文献 A dictionary. 

21.成績評価 
Homework and participation: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Mid-term test: 30% (学習目標の①、②に対応） 
Final exam: 40% (学習目標の①、②に対応） 

22.コメント 
Students are encouraged to review notes regularly, actively participate in classroom 
discussions, and talk with the teacher about any difficulties by making appointments in 
the International Exchange Center. 

23.オフィスアワー Students can schedule appointments by asking the teacher in person. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 Introductory ice-breakers and course introduction 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 2 回】 
Unit 1: Students will discuss reasons for living in a 
particular place, do a vocab activity, watch a video. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 3 回】 
Unit 1: Students will describe new places, describe 
their cities, do grammar gap-fill. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 4 回】 Unit 2: Students will talk about learning strategies, 
watch a video, do listening activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 5 回】 
Unit 2: Students will discuss sesnes, fears, 
emotional experiences, do conversation practice 
and a vocab avtivity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 6 回】 
Unit 3: Students will describe financial habits, 
things they value, do grammar and vocab activities. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 



【第 7 回】 
Unit 3: Students will talk about banking and 
different types of wealth, watch a video, and 
practice bartering. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 8 回】 Unit 1-3 review 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 9 回】 Midterm test 
１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 10 回】 
Unit 4: Students will watch video, talk about 
emergency situations, do conditional grammar 
activity. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 11 回】 
Unit 4: Students will evaluate survival methods, do 
vocabulary activity and review, and write a 
brochure. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 12 回】 Unit 5: Students will watch video, learn key vocab, 
practice reported speech. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 13 回】 Students will do mini-presentation on artwork, 
express opinions about and describe art. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 14 回】 
Finish presentations, do listening activity, do 
conversation practice. 

１今回の復習 
２次回の予習 
３課題完成 

【第 15 回】 Exam preview: mini exam.  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2230-
Y01 

2.科目名 観光英語 （2018 ⽣） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 権延ジュ 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 初回の授業に、レベル確認テストを受けてもらうので、履修を希望する人は必ず出席するこ
と。 

17.授業の目的と概要 本授業は、訪日外国人観光客に英語で対応する際の基本的な英語表現や説明の仕方を学ぶこ
とを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の K4.異なる価値観を理解し、自分の考
えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力を備える、に関連しています。 
１．観光及び接客のさまざまな場面で使用される基本的な英語表現と重要語句を学ぶ事がで
きる。 
２．会話やロールプレイなどの活動を通して、自然な文脈で使用される実践的な英語コミュ
ニケーション能力を養うことができる。 
３．学んだ表現を使って、十分に自己表現（プレゼンテーション）することができる。 

19.教科書・教材 HOSPITALITY ON THE SCENE"（金星堂）" 
20.参考文献  

21.成績評価 
・授業内活動及び単語・小テスト（発表等）20%（学習目標①に対応） 
・第 9 回 中間試験  20%（学習目標①、②、③に対応） 
・第 15 回 総括試験 60%（学習目標①、②、③に対応） 

22.コメント 

授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
・テキストを忘れや、授業に参加していない、宿題をしていない等の場合には、欠席扱いと
なることがあります。 
・授業内での活動及び homework を重視している為、欠席しないように十分に注意してく
ださい。 
・やむ終えず欠席してしまった場合、必ず次の授業までに担当教員より学習内容及び宿題を
確認し、次週の授業に臨んでください。 
・授業は主に教科書に沿って進めていきますが、授業内活動としてペアやグループによるタ
スクと、プレゼンテーション（発表）等を行います。したがって、積極的な参加姿勢で授業
に臨んでください。 

23.オフィスアワー 個人研究室： 
学修支援センター： 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
Introduction&レベルチェックテスト(授業の進め方、
成績評価方法、学習方法等について） 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 2 回】 Unit 1 Transportation  交通案内 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 3 回】 Unit 2 At a Check- in Counter  ホテルでのチェック
イン 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 



【第 4 回】 
Unit 3 Facilities and Services  ホテル内の施設やサ
ービス案内 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 5 回】 Unit 4 Giving Directions  街歩きのための道案内 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 6 回】 Unit 5 Reccomeding a Trip  観光スポットを薦め 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 7 回】 Unit 6 Dining in Japan  日本食の紹介 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 8 回】 Unit 7 Dining in Japan  日本食の紹介 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 9 回】 到達確認テスト & Unit8  Arranging a Tour  国内旅
行の手配 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 10 回】 Unit 9 Staying at a Ryokan  旅館について 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 11 回】 
Unit 10 Culture Experience in Japan  日本文化体験
① 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 12 回】 
Unit 11 Culture Experience in Japan  日本文化体験
② & Unit 12 Japanese Souvenirs  ショッピング 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 13 回】 
Unit 13 Dealing with Health Problems and 
Emergencies & Unit 14 Dealing with Complaints 
and Accidents 

予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 14 回】 Unit 15 Upon Departure 帰国に際して＆ 総復習 
予習：Key Expressions& Vocaburary Check 
復習：Conversation & Reading for 
information 

【第 15 回】 まとめと総括試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TG2231-
Y01 

2.科目名 応用中国語作文・読解（１） （2018 ⽣） 3.単位数 1 

4.授業担当教員 田中智子 

5.授業科目の区分 基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 総合社会学科・観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 

16.履修制限 中国語を１年以上学習した人が対象です。なお、標準中国語を⺟語もしくは第２言語とする
留学⽣（中国大陸、台湾、⾹港出身者）は履修できません。 

17.授業の目的と概要 

【目的】主に「中国語で文を作る力」「中国語の文を読み解く力」を身につけることに重点
をおきます。また、中国語の文を正しく理解し、適切な日本語で表現する力も身につけま
す。 
【概要】 
中国語の入門で学んだことを復習しながら、さらに新しい単語や表現、文法事項を学びま
す。それに加え、日本人が苦手なリスニングも、練習問題で慣れるようにします。また、正
しく発音できるように、朗読のチェックも行っていきます。また、教科書の内容を学習する
だけでなく、学んだ語彙や表現に関連する『コナン』の中国語訳やインターネット動画を見
るこ 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、DP（ディプロマ・ポリシー）の（５）コミュニケーションスキル、
の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は、次のとおりです。 
1.  HSK3 級、または中国語検定 4 級に相当するレベルの単語力、文法力を身に付け、問題
に答えることができる。 
2.  基本的な語彙や文法事項を用いて、簡単な中国語の文章がわかる、書ける、言える。 
3.  正しい発音で文章が朗読できる。 

19.教科書・教材 尹景春・竹島毅著『中国語 つぎへの一歩』⽩水社 2200 円+税 
20.参考文献 授業中に適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通り。 
・各課小テスト ・・・各 5 点×6 回＝30 点（学習目標①、②に対応）   
※回答率８０％以上＝５点、６０％〜８０％未満＝３点、３０％〜６０％未満＝２点 
３０％以下＝０点 
・各課本文の訳 ・・・各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標②に対応） 
※１回提出につき 2.5 点。ただし、回答によっては減点または０点になることもある。 
詳細は授業で説明する。 
・本文の朗読・・・各 2.5 点×6 回＝15 点（学習目標③に対応） 
※スムーズに読めれば 2.5 点 
・総括試験・・・４０点（学習目標①、 

22.コメント 

・コミュニケーション能力の養成に重きを置く「選択中国語初中級コミュニケーション」と
同レベルの科目です。2 科目併修すれば、さらに学習効果が高まります。 
・課題の文章体中国語はやや難しい教材ですが、仲間と一緒に考えながらチャレンジしてい
きます。予習をしっかりして、積極的に議論に参加しましょう。中国語の新聞記事などを読
み解く力が必ずつくはずです。 

23.オフィスアワー 
研究室オフィス・アワー（尼崎） ⽕曜日 4 時間目 
学修支援センターオフィス・アワー（山手） 水曜日昼休み 
 



24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 
オリエンテーション 
第 1 課導入（朗読チェックと単語、文法） 
自習方法の説明 

１）第 1 課音読練習  
２）本文の訳を考え、Webclass に提出。 
 

【第 2 回】 

第 1 課 中国に行こう！（助動詞「「可以」「要」な
ど） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 
 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第 2 課音読練習、できれば訳も考え
る 
 

【第 3 回】 
第 1 課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第 2 課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第２課音読練習  
２）２課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 4 回】 

第 2 課 ジャスミン茶を飲もう！（「的」の用法、原
因や理由を表す言い方、など） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 
 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第３課音読練習、できれば訳も考える 

【第 5 回】 
第２課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第３課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第３課音読練習  
２）３課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 6 回】 

第 3 課 友だちをつくろう！（連動文、”是~的”の
文、など） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第４課音読練習、できれば訳も考える 

【第 7 回】 
第３課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第４課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第４課音読練習  
２）４課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 8 回】 

第 4 課 ⻑城に登ろう！（了"の３つの用法、副詞"就
"）" 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：間違えたところのふりかえり 
予習：第５課音読練習、できれば訳も考える 

【第 9 回】 
第４課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第５課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第５課音読練習  
２）５課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 10 回】 
第 5 課 卓球を楽しもう！（様態補語など） 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：トレーニング 5（リスニング問題） 
予習：第 6 課音読練習、できれば訳も考え
る 
発展：論説体中国語ドリル（第 18 回） 

【第 11 回】 
第５課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 
第６課導入（朗読チェックと単語、文法） 

１）第６課音読練習  
２）６課本文の訳を考え、Webclass に提
出。 

【第 12 回】 

第 6 課 漢字を覚えよう！（結果補語、副詞有点儿"
など） " 
グループワーク：本文の中国語訳 
トレーニングと答え合わせ 

復習：間違えたところのふりかえり 
 

【第 13 回】 
第６課振り返り（①Webclass を使った小テスト、②
朗読テスト） 

復習：できなかった問題を見直す。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す



 る。 

【第 14 回】 
HSK チャレンジ（HSK3 級の読解問題や作文問題を
解いてみる） 

復習：できなかった問題を見直す。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 

【第 15 回】 学習の振り返り、総括試験 
復習 これまでのノートをまとめる。 
   これまで学んだ文の読み方を復習す
る。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU101-
Y01 

2.科目名 観光学概論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 高根沢均 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年⽣ 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【科目の目的】 
この科目は、大学で『観光』について学ぶ上で必要となる基礎的な知識とさまざまな視点を
学ぶことを目的としています。 
【科目の概要】 
グローバル化の進展は国際的な観光産業の成⻑を促進し、日本も「観光⽴国」を掲げて訪日
インバウンド観光の発展に取り組み、観光を通じた地域創⽣を目指してきました。その結
果、過剰な観光客の増加によるオーバーツーリズムの問題が注目されるまでになったところ
で、2020 年にコロナ禍が発⽣し、状況が急変したのは皆さんもご存知の通りです。このよ
うに、社会や人々の行動様式と観光は密 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP と関連しています。 
（１）自⽴的で主体的な態度 
（４）問題発見・解決力 
本科目の学習目標は以下の通りです。 
①観光に関する基本的知識を説明できる。 
②現代社会と観光の幅広い関係性について説明できる 
③観光の機能と効果を説明できる。 
④基本的な観光産業の仕組みとその特徴について説明できる。 
⑤観光が引き起こす問題とその仕組みについて説明できる。 

19.教科書・教材 特に指定しない。 

20.参考文献 
メラニー・スミス(原著）小槻文洋ほか（翻訳）『観光研究のキーコンセプト』現代図書、
2014 年 
谷口知司・福井 弘幸 (編著)『これからの観光を考える』晃洋書房、2017 年 

21.成績評価 

本科目の成績評価は以下の観点で行います。 
小テスト・・・・20％   【学習目標①②③④⑤に対応】 
前半確認テスト・・・・30%  【学習目標①②③に対応】 
総括試験・・・・50％   【学習目標①②③④⑤に対応】 

22.コメント 
観光を学ぶ上での基本的知識を身に付ける必修科目です。授業内で実施する、観光や観光産
業についての意見交換・ディスカッションにも積極的に取り組むよう、心がけて下さい。 
＊私語厳禁。授業中の PC、携帯電話の使用、飲食は禁止。 

23.オフィスアワー 
個人研究室：木曜 5 限（春） 
学修支援センター：金曜昼休み（春） 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・オリエンテーション（本授業の目標・内容・評定算
出の方法・進め方の確認、受講上の留意点などについ
て） 
・ディスカッション：観光に対するイメージ 

シラバスをよく読んでおくこと 
 

【第 2 回】 講義：現代社会と観光 予習：観光に関するニュースに目を通してお



ディスカッション：観光とは？ く 
復習：観光と社会の関係を概念図にまとめる 

【第 3 回】 講義：観光の仕組み 
グループワーク：観光の構造を考える 

予習：観光現象の構造について調べておく 
復習：観光のさまざまなステークホルダーに
ついてまとめる 

【第 4 回】 講義：観光と旅行の歴史 
ディスカッション：観光と旅行のちがい 

予習：観光の起源について調べておく 
復習：観光の変遷の背景について関連文献を
読む 

【第 5 回】 
講義：観光資源・観光対象①『文化』 
ディスカッション：文化の商品化 

予習：文化を対象とする観光の類型について
調べておく 
復習：文化観光の課題をまとめる 

【第 6 回】 
講義：観光資源・観光対象②『自然』 
ディスカッション：⽣物を「観光」することの意味 

予習：自然を対象とする観光の類型について
調べておく 
復習：自然観光の課題をまとめる 

【第 7 回】 
講義：観光と社会学 
ディスカッション：観光客はなにを求めている？ 

予習：観光社会学について調べておく 
復習：文化の真正性についてまとめる 

【第 8 回】 前半部確認テスト 
予習：これまでの授業内容を振り返ってノー
トをまとめておく 

【第 9 回】 
講義：観光産業の概要①『旅行業』 
ディスカッション：オンラインツアーは今後も⽣き残
るか？ 

予習：旅行業について調べておく 
復習：旅行業就職に必要な能力について整理
する 

【第 10 回】 
講義：観光産業の概要②『運輸・交通産業』 
グループワーク：運輸交通業界の課題を考える 

予習：運輸・交通産業について調べておく 
復習：運輸・交通産業就職に必要な能力につ
いて整理する 

【第 11 回】 
講義：観光産業の概要③『宿泊業』 
グループワーク：宿泊業界の課題を考える 

予習：宿泊業について調べておく 
復習：宿泊業就職に必要な能力について整理
する 

【第 12 回】 
講義：多様化するツーリズム 
ディスカッション：観光産業の可能性 

予習：観光の多様化について調べておく 
復習：現代の観光産業の課題を整理する 

【第 13 回】 講義：インバウンド観光と日本 
ディスカッション：外国人観光客が求めるもの 

予習：インバウンド観光の現状について調べ
ておく 
復習：インバウンド関連産業への就職に必要
な能力について調べておく 

【第 14 回】 
講義：オーバーツーリズムと観光 
グループワーク：迷惑とならない観光とは？ 
 

予習：オーバーツーリズムについて調べてお
く 
復習：観光マネジメントの原則を整理する 

【第 15 回】 総括試験 
予習：これまでの授業内容を振り返り、ノー
トをまとめておく 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU202-
Y01 

2.科目名 ホテル実務 （通年） 3.単位数 4 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期〜秋
学期 

8.履修可能な専攻 
 
英語コミュニケーション学科 

9.履修学年 2 年次〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの
か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。 
概要：ホテル事業は、地域の核となり、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財
は、売れる場所に製品を運ぶ、売れの残れば倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製
品・サービスは移動できません、売れ残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、⽴地、
事業形態、オペレーション、ポジショニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けること
を目指します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は学習目標の DP(ディプロマポリシー）の（２）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）（４）問題発見・解決力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連していま
す。 
本科目の学修目標は次の通りである。 
①旅の歴史を通して宿泊業のビジネスを説明できる。 
②⻄洋の歴史から近代ホテル産業の変遷を説明できる。 
③ホテル業のオペレーションが説明できる。 
④ホテルをマネジメントするために何が大切か説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 鈴木博・大庭祺一郎共著『基本ホテル経営教本』柴田書店 
その他、適宜紹介します 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①第 2 回〜14 回 ミニッツペーパーの提出と理解度 30%〔学習目標①〜④に対応〕 
?小テスト 20％〔学習目標③に対応〕 
?総括試験（記述式） 50％〔学習目標?④に対応〕 
但し、総括試験で正解率 20％以下は?の点数は加算されません。 

22.コメント 
質問等はメールや WebClass 等で受け付けます。積極的に利用してください。 
講義では必ずノートを取ってください。 
＊重要 遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 
事前予約制 
月 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
講義：ガイダンス 
①何を学ぶか。?講義の進め方?目標と評価の方法な
ど 

PC またはタブレット等は全回で必要 
復習：今回の復習、授業ノートの整理 
 

第 2 回 講義：「⻄洋史における宿泊業の変遷」 復習：授業の復習とノート整理 



古代からの旅の歴史から始まり、大陸におけるホテル
業の歴史を学ぶ。 

予習：ローマ時代から産業革命までのヨーロ
ッパの歴史をノートする 
 

第 3 回 
講義：近代ホテル産業 
新大陸でのホテル事業を考察します 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：アメリカの歴史を整理してノートする 

第 4 回 
講義：「日本史から学ぶ旅と宿」 
平安時代から江⼾時代、明治以降から太平洋戦争まで
の歴史から宿の変遷を理解する 

復習：復習とノート整理復習とノート整理 
予習：平安時代以降の歴史を振返り日本歴史
をノートする 

第 5 回 
講義：「日本近代ホテル産業史」 
戦後の復興と経済成⻑からホテルの変遷を考察する 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：戦後の経済成⻑の歴史を調べノートす
る 

第 6 回 
講義：「グローバルホテルブランドとホテル事業」 
世界のホテルブランドと経営戦略を考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルブランドを web サイトで調べ
ノートする 

第 7 回 

講義：「ホテル製品・サービスと差別化戦略」 
競争の中でどの様に差別化を図り、競争優位にするか
考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルの製品・サービスの差別化とは
どの様なことか考えノートする 

第 8 回 
講義：「バジェットホテルビジネス」 
 バジェットホテルのビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：バジェットホテルを web サイトで検
索し概要をノートする 

第 9 回 

講義：「ホテル運営・経営方式」 
ホテルの運営・経営方式に焦点をあて、事業における
メリット、デメリットを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：フランチャイズシステムとはどの様な
ビジネスかを調べノートする 

第 10 回 

講義：「ホテル再⽣事業」 
事業の道を閉ざされたホテルがどの様に再⽣されたの
か事例をもとに考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：宿泊業の最近の倒産件数とその原因を
調べノートする 

第 11 回 

講義：「MICE 事業」 
MICE とはどの様なことか、観光⽴国を目指す日本の
目標の一つである MICE について考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：観光庁 HP から MICE について調べノ
ートする 

第 12 回 
講義：「ホテルにおけるブライダル事業 」 
ブライダル事業のビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル HP からブライダル事業を調べ
ノートする 

第 13 回 
講義：「ホテルのセールス＆マーケティング」 
ホテルのセールス体制やマーケティング戦略を考察す
る 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル web サイトやホテル予約サイ
トを調べ比較しノートする 

第 14 回 

講義：「ホテルと法律」 
ホテル事業はどの様な法律で規制されているのか考察
する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：旅館業法を調べその特徴をノートする 

第 15 回 振り返りと統括試験 復習：授業の復習とノート整理 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU205-
A01 

2.科目名 ホテルマネジメント 3.単位数 2 

4.授業担当教員 田口健 

5.授業科目の区分 
専門教育／実務経験の
ある教員による授業科
目 

6.必修・ 
選択の区分 選択 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 全学科 9.履修学年 2 年以上 
10.取得資格の要件 なし 11.先修条件 なし 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限 なし 

17.授業の目的と概要 

観光業界における主要産業である宿泊業。そのメインの業態であるフルサービスのホテルの
経営について学習する。進路としてホテルを選んだ場合は、幹部候補として活躍することが
できるよう、接客やサービスといった「運営（オペレーション」ではなく、「経営（マネジ
メント）」にフォーカスする。ホテル以外に進路を取った場合も、ホテルの経営特性を理解
し、他業種でも役⽴ててもらう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

(6)専門的知識・技能の活用力を習得するため、観光業界の中で主要産業となるホテルの経
営形態や業務特性を理解し、自身の進路検討に役⽴てるとともに、どのような業界であって
も就職後のキャリアプランに役⽴ててもらう。 

19.教科書・教材 「ホテルマネジメント」日本ホテル教育センター2022 年。 2970 円 
20.参考文献 「ホテルビジネスブック」中央経済社 2016 年 

21.成績評価 

①毎回の授業の後に行うノート提出・・・・・・・・・33％ 
②授業中に合計 3 回行う小テスト（20 問、20 分）・・・33％ 
③期末まとめレポート・・・・・・・・・・・・・・・33％ 
※学期末試験は行わない。 
授業後のノート提出や、授業中に行われる小テストなどがあるため、欠席するとその分の点
数が自動的に減点されるので注意が必要。 

22.コメント 

【履修にあたってのおことわり】 
①担当教員は非常勤で本務があるため、本務の都合によっては、オンライン授業となった
り、休講・補講が発⽣する可能性がある。その場合は原則として前週金曜日までに
Webclass にて周知する。オンライン授業となった場合は、教室で受講しても構わない。た
だし対面授業を行う際はオンライン配信は行わない。（※教務課へ遠隔授業受講願を提出
し、認められた場合を除く） 
②各講義の内容は開講時の想定のものであり、履修人数、学⽣諸君の理解度、進捗状況によ
り、適宜変更されることがある。その場合は事前の講義中に予定を発表する。 
③テストは、WebClass を使用して行う。その際は原則として PC で行うこと。スマートフ
ォンでの受験は認めない。 

23.オフィスアワー 授業前後、および E メールでの質問は随時行う。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 

4/13 
オリエンテーション 
授業の方針、概要、内容、評価方針等について、ガイ
ダンスを行う。 
また、追って「宿泊業入門」と題したイントロダクシ
ョンの講義を行う。 

特に無し。初回のオリエンテーションで、授
業方針や、内容、評価方法について説明する
ので、参加のうえメモをとること。 

 
序章 
「ホテル業の社会的役割と意義」日本の産業における

特になし。 



宿泊産業の位置づけ、分類方法、課題や存在意義につ
いて論じる。 

 
4/27 
第 1 章「ホテルマネジメントの基本」PP12-24 
 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
5/11 
第 2 章「ホテルの経営と運営」その 1 pp26-35 
 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
5/18 
第 2 章「ホテルの経営と運営」その 2 pp36-44 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
5/25 
小テストその１ 
第 3 章「部門別のマネジメント」その１ pp46-56 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
6/1 
5/25 
第 3 章「部門別のマネジメント」その２ pp57-64 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
6/8 
第 4 章「ヒューマンリソースマネジメント」その１ 
PP66-74 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
6/15 
第 4 章「ヒューマンリソースマネジメント」その２ 
PP75-86 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 

6/22 
小テストその２ 
第 5 章 「カスタマーリレーションシップマネジメ
ント」pp88-96 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 

6/29 
第 6 章「リスク/クライシスマネジメント」その１ 
pp98-108 
 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
7/6 
第 6 章「リスク/クライシスマネジメント」その２ 
pp108-125 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 
7/13 
第 6 章「リスク/クライシスマネジメント」その３ 
pp125-139 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 

7/20 
小テストその３ 
第 7 章「日本のホテルにおけるマネジメント課題 
その１ pp142-157 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 

 

7/27 
まとめレポート提出期限 （仮・7/25） 
第 7 章「日本のホテルにおけるマネジメント課題 
その２ pp158-179 

前回の授業時に取ったノートの写しを期日ま
でに WebClass へ提出すること。 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU207-
A01 

2.科目名 観光産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 講義科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 2 年⽣ 
10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件 経営 2 年 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義・演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

世界では「観光」は 21 世紀の最大の産業であると言われている。観光産業は裾野が広く、
多くの業種・業界に渡って経済波及の効果を持つ産業である。特に現代社会における観光産
業は、無公害産業、世界最大の雇用産業として脚光を浴び、観光が国際経済に与える影響力
が大きくなっている。 
世界各国は観光産業を国家戦略産業として育成し、競争優位性を先取りするために熾烈な競
争を繰り広げている。他方、近年世界経済は、⻑年新型コロナウイルス感染症拡大の影響
と、感染拡大を防止するために経済活動を人為的に抑制したことから、大幅に悪化した。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

この講義では観光産業が日本の未来を支える重要国家産業として専門家育成を目指し、観光
関連企業への進出するため資格修得をすることを目標とする。 
① 自分で観光専門分野を説明できるようにする。 
② 多様なビジネスに関連する知識とスキルを発揮することができる 
③ 留学⽣との授業やグループワークでコミュニケーションスキルを高める。 
④ 観光検定に挑戦することでエキスパートの専門性を身につけることができる。 
 

19.教科書・教材 
インバウンド実務主任者認定試験 公式テキスト 
観光検定公式テキスト 
著者：安田亘宏 

20.参考文献 

インバウンドビジネス１ 
インバウンドビジネス２ 
著者：村山慶輔 
インバウンド実務主任者認定試験 公式過去問題集 
編：全日本情報学習振興協会 
発行：全日本情報学習振興協会 
観光サービス論  安田亘宏 著 
基礎から学ぶ観光プランニング  小塩稲之・安田亘宏 著  
 

21.成績評価 

毎回のワークシート（OPEN BOOK) 
Web Class 模擬テスト 
授業態度・テキスト持参も含む」  →   ６０％ 
期末テスト→   本テスト・e ポートフォリオ   →      40％ 

22.コメント 毎回の授業に積極的な姿勢で準備物や復習をしっかりすることを求めている。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回 4 月 8
日 金 

オリエンテーション 
授業紹介、PDCA 

 

2 回 4 月
15 日金 

観光とは 
観光の効果 

 



観光マーケットの分類 

3 回 4 月 22
日金 

日本の観光の歴史 
江⼾時代の旅、昭和時代、明治ー旅行会社の誕⽣、 
昭和時代、平成時代、観光⽴国、大阪万博 
外国の観光の歴史 
マスツーリズム 

 

4 回 4 月 29
日金 

観光行政、旅行業法 
旅行業務取り扱い管理者 
通訳案内士法 

 

5 回 5 月 6
日金 

MICE 
IR 推進法 

 

6 回 6 月 13
日金 

インバウンド 
ビザ 
為替レート 

 

7 回 6 月 20
日金 

インバウンドと 
案内表記 
ビクトグラム 
インバウンド課題 

 

8 回 6 月 27
日金 

インバウンドの消費動向 
買い物動向 
飲食動向 
 

 

 

インバウンド 
決済 
免税制度 
免税店 
免税販売 

 

 
インバウンド 
ビジネス・旅行業 

 

 

宿泊業について 
ホテル・旅館 
ホテルの種類 
Air bnb 

 

 

インバウンドビジネス３ 
鉄道交通ビジネス 
航空交通ビジネス 
道路交通ビジネス 
 

 

 

インバウンドビジネス４ 
観光土産ビジネス 
ショッピングビジネス 
飲食ビジネス 

 

 

インバウンドビジネス５ 
観光施設ビジネス 
エンタティンメント 
歌舞伎、落語、文楽、お相撲、 
競馬、ナイトタイムエコノミー 

 



非言語劇、 
 期末テスト  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU210-
Y01 

2.科目名 旅行産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 小山聖治 

5.授業科目の区分 

専門科目 
旅行業分野での実務経
験がある教員の授業科
目 
 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 ２年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【概要】 
旅行ビジネスを学ぶとき、まず知っておかなければならないことは、「価値の創造」という
点です。ビジネスである以上、利益という経済的価値を⽣み出す必要がありますが、インタ
ーネットの登場で人々の関心事項が多様化、高度化しそれに伴い人の価値観も変化してお
り、それらに対応した価値の提供がビジネスの成功を左右します。範囲が多岐にわたる為、
毎回授業の前半に復習をかねたディスカッションを行います。 
【目的】 
この授業ではビジネスとしての旅行業の理解を深めることを目的とします。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 様々な組織や団体の旅行事業について概略を理解し、社会との関わりの中でどのような
役割を 
  果たして いるのかを説明できるようになる。 
② 観光を手がかりとして現代社会の諸問題について幅広く思考を展開し観光ビジネスの可
能性を 
  説明できるようになる。 
本科目の学修目標は以下の DP（ディプロマポリシー）に対応している 
(2)   社会に能動的に貢献する姿勢 （社会的貢献性） 
(4）問題発見・解決力 
(6)   専門的知識・技能の活用力 

19.教科書・教材 使用しない 適宜、資料等配布 
20.参考文献 髙橋一夫・柏木千春『1 からの観光事業論』（碩学舎） ISBN978-4-502-17281-6 

21.成績評価 

リアクションペーパー  20％ 【学修目標の①に対応】 
確認テスト・レポート  40％ 【学習目標の②に対応】 
最終レポート      40％ 【学習目標の①②に対応】 
ルーブリックを用いて評価します 
課題レポートのコピペ・剽窃・テストの不正行為・出欠に関する不正は０点ではなくマイナ
ス評価となり疑義が⽣じた時点で教務課に報告する。このため単位認定に大きな影響を与え
ることを予め理解しておくこと。 
課題提出は Web クラスを利用する。Wifi 状況を含め、いかなる理由でもメールでの提出お
よび締切後の提出は認め 

22.コメント 

講義中にディスカッションを予定しているので、旅行ビジネスついての発言が出来るように
積極的な姿勢で授業に参加をお願いします。 
各講義の内容は講義方法、履修人数、進捗状況、理解度及び外部講師等の状況により適宜変
更の場合があります。 
ノートテイキングを推奨します。 



23.オフィスアワー 
⽕曜日３限目 研究室 
木曜日２限目 学習支援センター 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

1 回目 
ガイダンス 
-旅行ビジネスの概要を学ぶ 

サービス業の特徴を整理する 

2 回目 
観光産業のイノベーション 
-イノベーションの理論と破壊的イノベーションを理
解する 

観光のイノベーションアイデアを発案する 

3 回目 
観光産業のグローバル経営 
-国際経営行動のエスニックモデルと国際経営戦略を
学ぶ 

旅行会社のグローバル化のメリットとデメリ
ットを考える 

4 回目 
観光のマーケティング・マネジメント 
-ディスティネーションマーケティングの考え方と必
要性を考える 

DMO のマーケティング事例とアイデアを考
える 

5 回目 観光関連産業の基幹事業 ① 旅行業 
-ソリューションビジネスへの進化を辿る 

旅行会社が提供するソリューションと自分の
アイデアを考える 

6 回目 
観光関連産業の基幹事業 ② 宿泊業 
-収益性と⽣産性を高めるマネジメントを紐解く 

プロフィットの源泉が何かを考える 

7 回目 
前半リフレクション 
確認テスト 
 

前半を振り返る 

8 回目 
観光関連産業の基幹事業 ③ 航空輸送業 
-航空輸送業の製品特性と経営戦略を学ぶ 

LCC と FSC の違いを考える 

9 回目 
観光関連産業の基幹事業 ④ 旅行業② 
-旅行業の事業特性とビジネスモデルを検証する 魅力ある旅行の条件を考える 

10 回目 グローバル時代の地域観光インフラ ①空港の経営 
-地域インフラとしての空港の役割と経営戦略を学ぶ 

空港の意外性のアイデアを考える 

11 回目 
グローバル時代の地域観光インフラ ②IR（統合型リ
ゾート） 
-海外の IR の概要と日本における IR の可能性を探る 

魅力ある IR の条件を発案する 

12 回目 
地域の観光まちづくり事業 
-地域におけるマーケティング・マネジメントを考え
る 

まちづくりの障害を考える 

13 回目 
地域ブランドの構築 
-ブランドの定義を理解しその価値を伝える枠組みを
知る 

地域を選びキャッチフレーズを考える 

14 回目 
地域のインバウンド事業 
-インバウンドの特性を知り、地方の新たな取り組み
を検証する 

観光公害を防ぐアイデアを考える 

15 回目 
全体の振り返り 
レポート提出 レポート作成 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU211-
Y01 

2.科目名 ホテル産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分 
専門科目/ホテル業務分
野の実務経験のある教
員による授業科目 

6.必修・ 
選択の区分 

選択 
ホテル・
ブライダ
ル専攻必
修 

7.開講学期・ 
年度 

2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
観光学科 
 

9.履修学年 2 年次 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの
か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。 
概要：ホテル事業は、地域の核となり、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財
は、売れる場所に製品を運ぶ、売れの残れば倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製
品・サービスは移動できません、売れ残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、⽴地、
事業形態、オペレーション、ポジショニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けること
を目指します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目は学習目標の DP(ディプロマポリシー）の（２）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）（４）問題発見・解決力（６）専門的知識・技能の活用力の学修に関連していま
す。 
本科目の学修目標は次の通りである。 
①旅の歴史を通して宿泊業のビジネスを説明できる。 
②⻄洋の歴史から近代ホテル産業の変遷を説明できる。 
③ホテル業のオペレーションが説明できる。 
④ホテルをマネジメントするために何が大切か説明できる。 
 

19.教科書・教材 資料は webclass で配布 

20.参考文献 
鈴木博・大庭祺一郎共著『基本ホテル経営教本』柴田書店 
その他、適宜紹介します 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①第 2 回〜14 回 ミニッツペーパーの提出と理解度 30％〔学習目標①〜④に対応〕 
?小テスト 20％〔学習目標③に対応〕 
?総括試験（記述式） 50％〔学習目標?④に対応〕 
但し、総括試験で正解率 20％以下は?の点数は加算されません。 

22.コメント 
質問等はメールや WebClass 等で受け付けます。積極的に利用してください。 
講義では必ずノートを取ってください。 
＊重要 遅刻 15 分を超える場合は欠席（早退は欠席）とします。 

23.オフィスアワー 
事前予約制 
月 3 限 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
講義：ガイダンス 
①何を学ぶか。?講義の進め方?目標と評価の方法な

PC またはタブレット等は全回で必要 
復習：今回の復習、授業ノートの整理 



ど  

第 2 回 
講義：「⻄洋史における宿泊業の変遷」 
古代からの旅の歴史から始まり、大陸におけるホテル
業の歴史を学ぶ。 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ローマ時代から産業革命までのヨーロ
ッパの歴史をノートする 
 

第 3 回 
講義：近代ホテル産業 
新大陸でのホテル事業を考察します 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：アメリカの歴史を整理してノートする 

第 4 回 
講義：「日本史から学ぶ旅と宿」 
平安時代から江⼾時代、明治以降から太平洋戦争まで
の歴史から宿の変遷を理解する 

復習：復習とノート整理復習とノート整理 
予習：平安時代以降の歴史を振返り日本歴史
をノートする 

第 5 回 
講義：「日本近代ホテル産業史」 
戦後の復興と経済成⻑からホテルの変遷を考察する 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：戦後の経済成⻑の歴史を調べノートす
る 

第 6 回 
講義：「グローバルホテルブランドとホテル事業」 
世界のホテルブランドと経営戦略を考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルブランドを web サイトで調べ
ノートする 

第 7 回 

講義：「ホテル製品・サービスと差別化戦略」 
競争の中でどの様に差別化を図り、競争優位にするか
考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテルの製品・サービスの差別化とは
どの様なことか考えノートする 

第 8 回 
講義：「バジェットホテルビジネス」 
 バジェットホテルのビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：バジェットホテルを web サイトで検
索し概要をノートする 

第 9 回 

講義：「ホテル運営・経営方式」 
ホテルの運営・経営方式に焦点をあて、事業における
メリット、デメリットを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：フランチャイズシステムとはどの様な
ビジネスかを調べノートする 

第 10 回 

講義：「ホテル再⽣事業」 
事業の道を閉ざされたホテルがどの様に再⽣されたの
か事例をもとに考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：宿泊業の最近の倒産件数とその原因を
調べノートする 

第 11 回 

講義：「MICE 事業」 
MICE とはどの様なことか、観光⽴国を目指す日本の
目標の一つである MICE について考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：観光庁 HP から MICE について調べノ
ートする 

第 12 回 
講義：「ホテルにおけるブライダル事業 」 
ブライダル事業のビジネスモデルを考察する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル HP からブライダル事業を調べ
ノートする 

第 13 回 
講義：「ホテルのセールス＆マーケティング」 
ホテルのセールス体制やマーケティング戦略を考察す
る 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：ホテル web サイトやホテル予約サイ
トを調べ比較しノートする 

第 14 回 

講義：「ホテルと法律」 
ホテル事業はどの様な法律で規制されているのか考察
する 
 

復習：授業の復習とノート整理 
予習：旅館業法を調べその特徴をノートする 

第 15 回 振り返りと統括試験 復習：授業の復習とノート整理 



 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU213-
Y01 

2.科目名 航空産業論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 安藤正裕 

5.授業科目の区分 専門教育科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択
  
 

7.開講学期・ 
年度 2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年⽣ 

10.取得資格の要件  11.先修条件 
観光学概論、経営学概論を履修しているこ
とが望ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

観光学概論、経営学概論を基盤として、航空産業の歴史からその特性について学習する。具
体的には以下のとおり。 
（１）航空産業の歴史、特に第 2 次世界大戦以降の航空産業の歴史を通して、その成り⽴ち
並びに政策について学習する。 
（２）国際的な取り決めや運送約款などネットワークキャリアの基盤となる考え方を学習す
る。 
（３）エアラインを舞台としたケーススタディに取り組み、社会人基礎力について正確に理
解する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP(ディプロマ・ポリシー)の【(１)自律性】【(3)多様性理解】【(4)問題
発見・解決力】【(5)コミュニケーションスキル】【(6)専門的知識・技能の活用力】に関連し
ています。 
航空産業論の講義の学習目標は、以下のとおりです。 
①航空産業の発展の過程と航空会社の存在意義について述べることができる。 
②航空会社の経営の基盤となる条約や運送約款などについて正確に理解し、その特徴を述べ
ることができる。 

19.教科書・教材 

教科書は使用しません。適宜資料を提示、配布します。   
        
  
 

20.参考文献 航空産業入門（第 2 版） 発行：東洋経済新報社 

21.成績評価 

①授業参画度（講義への出席ならびに聴講の姿勢）・・・4０点 （講義に出席し、配布する
資料に要点を記入する。毎回、講義の課題について考えを記述し、提出する。）※学習目標
①、②に対応 
②グループワーク・・・15 点 （講義の中でグループワークにおいて自らの意見を積極的
に発信し、他者の意見を傾聴する）※学習目標①、②に対応 
③確認テスト・・・45 点 （講義全体を通してエアラインの経営のポイントを理解し、考
察することができる）※学習目標①、②に対応 

22.コメント 

エアラインビジネスでは、航空業界の基礎となるビジネスの仕組みを学びます。尚、航空実
務では航空会社の経営戦略を、空港業務では空港などにおける航空会社のオペレーションを
学びます。履修する学⽣の皆さんの質問を歓迎します。日頃より観光や航空関係の報道を興
味をもって履修してください。     
        
 

23.オフィスアワー 金曜日 昼休み 神⼾山手キャンパス 3 号館 302 号室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 



【第１回】
  
 

講義【オリエンテーション】 
担当教員の紹介、講義の目的、内容、進め方、評定算
出の方法、受講上の留意点について説明する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第２回】
  
 

講義【企業の仕組みとマネジメント】 
ビジネスの基本となるマネジメントについて学習す
る。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第３回】 
講義【航空産業の歴史と政策】 
航空機の発達による航空運輸業の発展および産業の発
展に伴う政策について講義する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第４回】 
講義【航空産業の課題】 
航空の他の運輸業との比較における優位性や課題につ
いて講義する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

第５回 

講義【航空の自由化政策】 
航空の自由化と規制の関連について解説し、自由化の
功罪も検証する。 
第 1 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

第６回 
講義【航空運輸業の特徴】 
エアラインの座席という商品の持つ特徴と課題につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第７回】 
講義【ＩＡＴＡの歴史と役割】 
ICAO や IATA といった国際機関の設⽴と役割につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第８回】 
講義【インターライン契約と運送約款】 
エアライン間の様々な契約（インターライン契約）お
よび運送約款について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第９回】 
講義【日本の航空政策とエアライン】 
45/47 体制 JAL 破綻 羽田発着枠調整などの日本の
航空政策と課題について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１０
回】 

講義【空港の役割と整備計画】 
航空産業における空港の役割（管制業務など）と空港
整備について解説する。第 2 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１１
回】 

講義【航空会社の安全への取り組み①】 
航空機や空港における事故防止に向けた設備等につい
て解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１２
回】 

講義【航空会社の安全への取り組み②】 
エアラインが取り組む従業員を対象とした安全推進活
動について解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１３
回】 

講義【企業の社会的責任（ＣＳＲ）とリスクマネジメ
ント】 
企業リスクに対する企業の取り組みを解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 

【第１４
回】 

講義【サービス品質の改善】 
「お客様の声をどのように活かすか？」その仕組みを
解説する。 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 
予習：次回の予習 第 1 回確認テストに備
えてここまでの振り返り 

【第１５
回】 

講義【エアラインのビジネスと経営】 
エアラインのビジネス環境やグループ経営について講
義する。 
第 3 回確認小テスト 

復習：今回の復習及び授業ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU214-
Y01 

2.科目名 観光地理 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 1 年⽣〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
授業では、毎回テーマを決め、観光についての日本地理について学習します。観光地の現
状、課題について、日本の主要な観光地域を事例として学びます。歴史、産業、文化、自然
環境などが関わることで観光地域、地域の創意工夫による開発が観光地の発展につながるこ
とを理解します。 
【概要】 
はじめの 4 回の授業では、日本全体を視野に入れてその多様な地理的特徴と区分について学
習します。５回から 13 回目までは、日本の諸地域にクローズアップして、自然環境・産
業・人口などの特徴や観光資源について学習します。授業は、講義の部 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
１．受講⽣は、日本についての基本的な地理的知識を理解して、説明することができる。  
２．受講⽣は、授業で身につけた日本地理の知識に基づいた、日本をめぐるオリジナルの観
光プランを企画して、授業で発表することができる。 

19.教科書・教材 教材を Web Class にて配布します 
20.参考文献 地図帳。授業中に紹介します。 

21.成績評価 

日本の都道府県クイズ作成・日本の都道府県カルタ作成・毎回提出する授業内レポート(２
5％)…（学習目標１に対応） 
発表（日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表）(25％)…（学習目標１に対
応） 
中間テストと期末テスト(５０％)…（学習目標２に対応） 
記述問題と発表については、ルーブリック評価により採点します。 

22.コメント  

23.オフィスアワー 
個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
【第 1 回】 オリエンテーション：地球儀で地球の姿をみよう  
【第 2 回】 世界の国々と地域区分：地図をみよう グループあるいは個人で、日本の都道府県ク



日本の位置を調べよう：自然環境からみた日本  
日本の都道府県クイズ 

イズを作ってもらいグループごとに発表しま
すので、準備学習をしてください。 

【第 3 回】 ⾊々な見方で都道府県を探ろう  
日本の都道府県かるた 

グループあるいは個人で、日本の都道府県か
るたを作ってもらいます。グループごとに発
表しますので、準備学習をしてください。 

【第 4 回】 
日本をいくつかの地域に分けよう：自然や文化をもと
に区分しよう  
日本の地形：山地・海岸・河川・平地 

グループで、日本の都道府県クイズとかるた
大会をします。大会の後には振り返りシート
を授業中に提出してください。 

【第 5 回】 日本の諸地域：九州・沖縄地方 

グループあるいは個人で、九州・沖縄地方の
観光地を一つ選んで発表しますので、準備学
習をしてください。発表の後には発表内容を
まとめて授業中に提出してください。 

【第 6 回】 日本の諸地域：中国地方 

グループあるいは個人で中国地方の観光地を
一つ選んで調べてもらい発表しますので、準
備学習をしてください。発表の後には発表内
容をレポートにまとめて授業中に提出してく
ださい。 

【第 7 回】 日本の諸地域：四国地方 

グループあるいは個人で四国地方の観光地を
一つ選んで調べてもらい発表しますので、準
備学習をしてください。発表の後には発表内
容をレポートにまとめて授業中に提出してく
ださい。 

【第 8 回】 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その１） 
中間テスト 

中間テストの準備学習をしてください。ツア
ープランのアイデア発表の後には発表内容を
まとめて授業中に提出してください。 

【第 9 回】 
日本の諸地域：近畿地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その２） 

グループあるいは個人で、近畿地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をレポートにまとめて授業中に提出して
ください。 

【第 10 回】 
日本の諸地域：中部地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その３） 

グループあるいは個人で、中部地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容を授業中にレポートにまとめて授業中に
提出してください。 

【第 11 回】 

日本の諸地域：関東地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その４）  
 

グループあるいは個人で、関東地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をまとめて授業中に提出してください。 

【第 12 回】 

日本の諸地域：東北地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その５）  
 

グループあるいは個人で、東北地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表
内容をレポートにまとめて授業中に提出して
ください。 

【第 13 回】 
日本の諸地域：北海道地方 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その６）  

グループあるいは個人で北海道地方の観光地
を一つ選んで調べてもらい発表しますので、
準備学習をしてください。発表の後には発表



 内容をまとめて授業中に提出してください。 

【第 14 回】 

期末テスト 
日本の諸地域をめぐるツアープランのアイデアの発表
（その７）  
 

期末テストの準備学習をしてください。ツア
ープランについて発表の準備をしてくださ
い。発表の後には発表内容をレポートにまと
めて授業中に提出してください。 

【第 15 回】 まとめ 期末テストのふりかえり、発表のふりかえり 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU216-
Y01 

2.科目名 エアライン特別演習Ⅰ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 樫本則子 

5.授業科目の区分 専門科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年 

10.取得資格の要件  11.先修条件 「航空産業論」を併せて履修することが望
ましい。 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 

14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
グループワーク 

16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

ホスピたちティについて多角的な視点で捉えて学習していきます。 
自信の感性を磨き、良好な人間関係の形成を目指します。 
ホスピタリティの行動力を高め、自己成⻑を目指します。 
航空業界を含め、優れたホスピタリティ産業の理念や行動の特徴について学ぶびます。 
ホスピタリティ実践に必要なコミュニケーションスキルやマナーについて学びます。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は DP（ディプロマポリシー）の（１）自律性（４）問題発見・解決力
（５）コミュニケーションスキル、の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次の通りです。 
①ホスピタリティの歴史や文化について理解し、説明ができる。 
②ホスピタリティやサービスについての概念や定義を理解し、説明ができる。 
③ホスピタリティ産業の経営理念や行動を評価できる視点を身につける。 
④ホスピタリティマインドを実践するためのコミュニケーションスキルやマナーを身につけ
る。 
⑤自身の⽣活においてホスピタリティマインドの実践ができるようになる。 

19.教科書・教材 
テキストは理論編・実践編・企業研究参考資料などを配布します。 
その他適宜、関連資料を配布します。 
（特に教科書は使用しません） 

20.参考文献 
ホスピタリティ学のすすめ / 服部勝人 / 丸善株式会社 
 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①学期末試験・・・・40 点【学習目標①〜⑤に対応】 
②確認試験 ・・・・20 点【学習目標①②に対応】 
③レポート ・・・・20 点【学習目標②③に対応】 
④グループワークおよび発表 ・・・・20 点【学習目標④⑤に対応】 
 

22.コメント 

ホスピタリティの目的は相手の⽴場を尊重し、愉快に、温かく、優しくもてなす心を行動に
示すこと 
です。その基本となる挨拶・言葉遣い・態度・身だしなみなどのマナーを受講に際しても実
践していきましょう。 
また遅刻や欠席をせず、提出物の期限厳守んどの時間の管理も行いましょう。 
個人で講義を受けるだけでなく、グループワーク等ではチームワークも発揮しましょう。 

23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 
【オリエンテーション】 
  学習内容・講義の進め方・留意点・評価方法 

ホスピタリティを受講する理由と将来の進路
選択いついて 



考えをまとめておくこと。 

第 2 回 
ホスピタリティ理論１ 
  ホスピタリティの起源 
 

テキストの「ホスピタリティの起源」につい
て復習し、理解しておくこと。 

第 3 回 
ホスピタリティ理論２ 
  ホスピタリティの歴史と文化（⻄洋） 

テキストの「キリスト教、イスラム教におけ
るホスピタリティ」について理解しておくこ
と。 

第 4 回 
ホスピタリティ理論３ 
  ホスピタリティの歴史と文化（東洋・日本） 

テキストの「儒教におけるホスピタリティ」
「日本のおもてなしについての歴史、各階
層、時代においての特徴」について理解して
おくこと。 

第 5 回 
ホスピタリティ理論４ 
  ホスピタリティとサービス 

テキストの「ホスピタリティマインドの定
義」について理解しておくこと。 

第 6 回 ホスピタリティサービス編① 
  顧客心理 （お客様はなぜ買うのか） 

テキストの「ホスピタリティとサービスの違
い」について 
理解し、課題を完成させること。 

第 7 回 
ホスピタリティサービス編② 
  ホスピタリティの提供 
  さまざまな応対 （応対の技術） 

テキストの「顧客心理」について理解してお
くこと。 

第 8 回 ホスピタリティサービス編③ 
  トータルサービス （お客様の区分） 

接客場面で起きる様々な事例を考えておくこ
と。 
自分自身が顧客となる場合の 
心理を考えておくこと。 

第 9 回 

ホスピタリティ実践１ 
  接客の基本 
  グループワークと発表 
  実際のアルバイト体験から応対事例を考える 

今までのアルバイトの体験を思い出し、成功
事例と失敗例を挙げてみること。 

第 10 回 
ホスピタリティ実践２ 
  航空会社ＧＳにおけるホスピタリティ 

ホスピタリティ実践いｎ必要な能力やスキル
とはどのようなものかまとめておくこと。 

第 11 回 
ホスピタリティ実践３ 
  航空会社ＣＡにおけるホスピタリティ 

航空会社のサービス職のホスピタリティを理
解し、利用する側から体験を思い出す。 

第 12 回 
ホスピタリティ実践４ 
  世界の空港  
  空港運営に関するホスピタリティ 

テキストの内容を理解し、空港に必要な要素
を考えておくこと。 

第 13 回 
ホスピタリティ実践５ 
  コミュニケーションの 5 原則 
    ⽴居振舞・仕草・態度に関して 

テキストの内容を理解しておくこと。 

第 14 回 
ホスピタリティ実践６ 
  言葉遣いと敬語 

配布したワークシートを完成しておくこと。 

第 15 回 期末試験  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU219-
Y71 

2.科目名 プロトコル特別演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 一尾敏正 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

本科目はグローバル社会のルールになるプロトコールを学ぶ。個人と個人でも交流を円滑に
するためのマナーがあり,国家間でも同様にマナーが必要です。そのマネーがプロトコールで
す。プロトコールを間違えると国家間の争いにもなりかねません。正しいプロトコールを理
解することはビジネス社会でも重要です。国旗の⽴て方や招待状の作り方、配席の仕方など
のプロトコールを理解します。 
さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指
します。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学修目標は dp（ディプロマポリシー）の（2）社会に能動的に貢献する姿勢(社会
的貢献性）(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解）(6)専門的知
識・技術の活用力の学修に関連しています。 
本科目の学習目標は次のとおりです。 
①プロトコールの必要性を理解し説明できる。 
②プロトコールに基づき配席や国旗掲揚が説明できる。 
③プロトコールに基づく作法を説明できる。 

19.教科書・教材 
日本ホテル教育センター編 2006『プロトコールの基本』 
必ず購入 

20.参考文献 適宜紹介 

21.成績評価 

評価の方法と配点は次の通りです。 
①FW レポート 50％（学習目標?〜③に対応） 
?総括試験（レポート）50％〔学習目標?〜③に対応〕 
 

22.コメント 集中講義です。講義と受講⽣が自らフィールドワークをしてレポートをまとめます。 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 ガイダンス 

全回にて PC と指定教科書を持参すること。 
予習：ヨーロッパ諸国の元首について調べて
ノートする。 
 

第 2 回 プロトコールとは何か 
予習：南北アメリカ諸国の元首について調べ
ノートする。 
復習：講義ノートの整理 

第 3 回 国旗・国歌の扱い方 
予習：ヨーロッパ諸国の国旗を調べノートす
る。 
復習：講義ノートの整理 

第 4 回 席次と配席の手順 
予習：東アジア諸国の元首を調べノートす
る。 
復習：講義ノートの整理 



第 5 回 敬称と呼称の扱い 
予習：東南アジア諸国の元首を調べノートす
る。 
復習：講義ノートの整理 

第 6 回 正装と勲章 
予習：中央アジア諸国の元首を調べノートす
る。 
復習：講義ノートの整理 

第 7 回 招待状の書き方 

予習：東アジア諸国の国旗を調べノートす
る。 
復習：講義ノートの整理 
 

第 8 回 所作を学ぶ 
予習：東南アジア諸国の国旗を調べノートす
る。 
復習：講義ノートの整理 

第 9 回 会食の基本とプロトコール 

予習：中央アジア諸国の国旗を調べノートす
る。 
復習：講義ノートの整理 
 

第 10 回 異文化理解 予習：世界の宗教と分布を調べノートする。 
復習：講義ノートの整理 

第 11 回 宿泊施設のプロトコール（FW） 
予習：FW の計画を⽴てる。 
復習：講義ノートの整理 

第 12 回 公的施設のプロトコール（FW） 
予習：FW の計画を⽴てる。 
復習：講義ノートの整理 

第 13 回 発表 
予習：FW のレポート作成する。 
復習：講義ノートの整理 

第 14 回 発表 予習：FW のレポート作成する。 
復習：講義ノートの整理 

第 15 回 振り返りとまとめ 復習：講義ノートの整理 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU224-
Y71 

2.科目名 旅行業法・旅行業約款特別演習 3.単位数 2 

4.授業担当教員 松村博之 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 夏学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目的とする。 
≪国家試験は、前者は毎年 10 月、後者は毎年 9 月に実施される≫ 
旅行業に関する法制度の基礎を理解し、旅行業務にかかわる取引の公正の維持、旅行の安全
確保、 
旅行者の利便増進に繋がるものとして制定されたもので、それらを遂行するための各ルール
がどの 
ようなものであるかを学習する。 
旅行業約款は、旅行業者と旅行者間の取り決めであり、標準旅行業約款を学習する。約款の
目的、企画旅行契約、手配旅行契約などの旅行業約款、ＪＲなどの運送約款、宿泊約 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

目標は、DP「専門的知識・技能の活用力」の学修に関連しています。 
①総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準点である 60％以
上の得点を 
  確保する。 
②法律と実務の関連性について理解する。 
③約款と実務の関連性について理解する。 
④旅行業法との関連性を理解する。 

19.教科書・教材 
旅行業実務シリーズ「旅行業法およびこれに基づく命令」（発行：JTB 総合研究所） 
旅行業実務シリーズ「旅行業約款/運送・宿泊約款」（発行：JTB 総合研究所） 

20.参考文献 
①観光⽩書 
②日本旅行業協会（JATA）の HP 
③全国旅行業協会（ANTA）の HP 

21.成績評価 
①総括試験（筆記/最終の授業で実施）      60％   （学習目標の①、②に対応） 
②理解度確認テスト（筆記/4 回）       40%           （学習目標の①、②に対
応） 

22.コメント 

①教科書や参考文献で予習・復習をしてください。広範囲に及ぶため⻑時間の対応が必要で
す。 
②総括試験は、15 回目の授業で実施します。 
③出欠確認、資格喪失などは決められた大学のルールどおりです。 
④全出席による、加点はしません。 

23.オフィスアワー 授業終了後又は、E メールにより対応します。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１ 
旅行業法（旅行業約款、各種運賃・料金とのかかわ
り、登録制度）  

２ 旅行業法（営業保証金制度、旅行業務取扱管理者、旅
行業務取扱料金） 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

３ 
旅行業法（外務員、広告表示等誇大広告の禁止） 
理解度確認テスト① 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 



４ 
旅行業法（旅程管理、受託契約、旅行業者代理業、禁
止行為、登録の取消等） 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

５ 旅行業法（旅行業協会/役割、取決め） 旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

６ 
旅行業法（雑則/罰則） 
理解度確認テスト② 

旅行業法およびこれに基づく命令の熟読 

７ 標準旅行業約款/募集型企画旅行 標準旅行業約款の熟読 
８ 標準旅行業約款/受注型企画旅行 標準旅行業約款の熟読 
９ 標準旅行業約款/特別補償規定、手配旅行契約 標準旅行業約款の熟読 
１０ 理解度確認テスト③ 標準旅行業約款の熟読 
１１ 国内旅客運送約款（日本航空例） 国内旅客運送約款の熟読 
１２ 一般貸切旅客自動車運送事業 標準運送約款の熟読 

１３ 海上運送事業 
宿泊の概要、宿泊料金 

フェリー標準運送約款の熟読 
モデル宿泊約款の熟読 

１４ 理解度確認テスト④ 
国内旅客運送約款、一般貸切旅客自動車運送
事業標準運送約款、フェリー標準運送約款の
熟読 

１５ 総括試験/まとめ 国家試験・過去問題の確認 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU225-
Y01 

2.科目名 ツーリズムモデルⅠ 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 マスツーリズムは、観光地の自然環境や⽣活文化の破壊につながることがありました。１
９８０年代から自然環境や⽣活文化などの資源を持続させていくようなエコツーリズムの実
践が試みられてきています。授業では、エコツーリズムなどのオータナティブなツーリズ
ム・モデルの歴史と事例を紹介して、これからの新しいツーリズムのあり方について考えま
す。 
【概要】 
本授業は、エコツーリズム論などのツーリズムモデルをみわたし、2022 年度の観光学科の
テーマ「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K3：経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティを備え、自ら社会に役
⽴てようとする 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標 
１．授業で紹介する個々のエコツーリズムなどのツーリズムモデルの事例において、そのツ
ーリズムのどんな側面が自然環境や⽣活文化などの資源を持続させていっているのかについ
て考えをまとめて説明することができる。 
２．受講⽣の皆さんがエコツーリズムを実現するためにできることを考え、実践する。その
過程や結果について、説明・発表することができる。 

19.教科書・教材 教材は、web class にて、配布します。 
20.参考文献 授業中にたくさん紹介します。 

21.成績評価 

毎回実施する小テストまたは授業内レポート(２5％)…（学習目標１に対応） 
授業中の発表（宿題や授業内レポートで扱ったテーマについて）(25％)…（学習目標２に対
応） 
中間テストと期末テスト(５０％)…（学習目標１と２に対応） 
中間テストと期末テストの記述問題、授業内レポートの記述問題、授業中の発表は、ルーブ
リック評価で採点します。 

22.コメント  授業では、世界の様々な場所でのエコツーリズムなどのツーリズムモデルについて紹介し



ます。これらの事例は自分の住む場所からは遠い場所の事例かもしれません。しかしなが
ら、それらの事例から、受講⽣のみなさんは、想像力をふくらませてください。これらの事
例をとおして、あなたは、どのように考えるのか、実践するのか、さらにはどのように⽣き
るのかについて考える手がかりとしてください。 
 期末テストの記述問題のひとつとして「あなたの考える理想のエコツーリズムについて記
述してください」という問題を出します。どのように解答するのか、15 回の授業を通して
学習するキーワードをを使って、あなたの考えをまとめる準備をしてください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回授業 
イントロダクション：エコツーリズムの定義とエコツ
ーリズム推進法 

「エコツーリズム憲章」を検索して読んでみ
よう。 

第２回授業 エコツーリズムの歴史：ガラパゴス諸島のような壮大
な自然から里山まで 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その１ 

第３回授業 
エコツーリズムの歴史：沖縄県の事例から離島とエコ
ツーリズムについて考える：⻄表島・竹富島の事例紹
介 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その２ 

第４回授業 エコツーリズムの歴史：沖縄県の事例から離島とエコ
ツーリズムについて考える：石垣島の事例紹介 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その３ 

第５回授業 

エコツーリズムとグリーンツーリズム、ルーラルツー
リズム、アグリツーリズモ 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その１ ） 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その４ 

第６回授業 

ＥＵの主導する「LEADER＋事業」：ツーリズムと地
域再⽣・イタリアとギリシャの事例 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その２ ） 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その５ 

第７回授業 

英国のルーラルツーリズムと農村再⽣の事例：英国の
湖水地方の事例から 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その３） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。中間テストの準
備をしよう。 

第８回授業 エコツーリズムのルール（１）：ツーリストの責任 
授業の後半に、中間テスト 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。授業の後半に中
間テスト。 

第９回授業 
コツーリズムのルール（２）：ツーリストを迎える
人々の責任 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。授業の後半に中



授業の後半に、中間テストのふりかえり 間テストのふりかえり。 

第 10 回授業 

エコツーリズムにおける交流 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その４） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。中間テストのふ
りかえりを踏まえて、期末テストの準備をし
よう。 

第 11 回授業 

英国の「カントリーサイド･コード」と教育プログラ
ム 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その５） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 12 回授業 

「カントリーサイド･コード」教育プログラムの活動
を実践してみよう（その１） 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その６） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 1３回授業 
「カントリーサイド･コード」教育プログラムの活動
を実践してみよう（その２） 
里山をめぐるツーリズム 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 1４回授業 期末テスト 
 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 1５回授業 まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU305-
Y01 

2.科目名 航空実務 3.単位数 4 

4.授業担当教員 小泉園栄 

5.授業科目の区分 展開科目 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語教育学科 9.履修学年 3 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件 T50 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Students will learn how airline operates and the relationship between airline, travel agent 
and hotel. 
Focus will be placed on the language and professional skills required to perform 
effectively in the airline industry. Visit KIX for inspection (if possi 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Improve communicaiton skills, vocabulary, pronounciation and grammatical accuracy 
followed by real-time working routines of Cabin Attendant. 

19.教科書・教材 Ptints are distributed. 

20.参考文献 
English for Cabin Crew ] by Terence Gerighty  /  Shon Davis  
Published by  HEINLE CENGAGE Learning 

21.成績評価 

The teacher consider each student's motivation, effort and manner during every lesson,A 
student's final score is based on: 
Enthusiasm and high motivation-30% 
Contents of presentation and role play-30% 
Assignments and  tests - 40% 
 

22.コメント 
If you are interested in airline industries, you'll enjoy this course. Please bring your 
laptop, 

23.オフィスアワー If you have any questions, feel free to ask me before or after the class in classroom. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 
1-1 
2-1 

(1-1)Course introduction 
(1-2)Airline/ Airline code/ Airport code/ City code, 
etc.. 

Prepare the speech of your airline 
experiences. 
Check Airline code, City code  
Prepare for new vocabularies 

April 20 
3-2 
4-2 
 

(2-1)(2-2) 
Unit 2 Welcome on board P12-15 
                          Welcoming passengers 
                          Setting passengers in 
their seats 
           Vocabulary test  
Unit 2 Welcome on board Test 

Prepare for new vocabularies  
Unit 2 Test 

 
5-3 
6-3 

(3-1)(3-2) 
Unit 2 Demonstrating safety procedures and before 
take- off                      Case study                           
Vocabulary test  
Unit 2 Welcome on board Test  
 

Prepare for new vocabularies  
Unit 2 Test 

 (4-1)(4-2) Prepare for new vocabularies 



7-4 
8-4 

 Unit 3  After take-off and into the flight P20-23 
            Making the first announcement 
            Getting started 
             Vocabulary test  
Unit 3  After take-off and into the flight Test  
 

Unit 3 Test 

 
9-5 
10-5 
 

(5-1)(5-2) 
Unit 3 Helping to settle passengers P24-27 
          Case study -group discussion 
           Vocabulary test 
                              
 Unit 3 Helping to settle passengers Test 
 

Prepare for new vocabularies 
Unit 3 Test 

 
11-6 
12-6 

(6-1)(6-2) 
Unit 4  Food and drinks P28-31 
                            Giving a choice 
                            Serving drinks 
                             Vocabulary test  
Unit 4 Food and drinks Test  
 

Prepare for new vocabularies 
Unit 4 Test 

 
13-7 
14-7 

(7-1)(7-2) 
 Duty free sales P32-35 
 Case study-group discussion 
  Vocabulary test 
Unit 4 Food drinks Test                                              
                           
 

Prepare for new vocabularies 
Unit 4 Test 

 
15-8 
16-8 

(8-1) (8-2) 
Unit 5 Minor passengers problems P36-39 
           Identifying passenger problem     
            Dealing with problems 
            Vocabulary test   
Unit 5 Minor passenger problem Test 

Prepare for new vocabularies 
Unit 5 Test 

 
17-9 
18-9 

(9-1) (9-2) 
Unit 5 Saying sorry P40-41 
Case study 
 Vocabulary test 
Unit 5  Minor passenger problem Test 

Prepare for new vocabularies 
Unit 5 Test 

 
19-10 
20-10 

(10-1) (10-2)  
Unit 6  Is there a doctor on board? P44-47 
      Dealing with an on-board accident 
   Dealing with a serious medical incident 
          Vocabulary test 
Unit 6 T Is there a doctor on board? Test 

Prepare for new vocabularies 
Unit 6 Test 

 
21-11 
22-11 

(11-1)(11-2)   
 Reporting a medical incident  P48 
 Case study 
 Vocabulary test 

Prepare for new vocabularies 
Unit 6 Test 



      
Unit 6 Is there a doctor on board? Test 

 
23-12 
24-12 

(12-1) (12-2) 
Unit 7 In-flight emergencies 
     Taking charge in an emergency P52 
           Preparing for an emergency evacuation 
P54 
            Vocabulary test 
Unit 7 In-flight emergencies Test 

Prepare for new vocabularies 
Unit 7 Test 

 
25-13 
26-13 

(13-1) (13-2) 
Reporting an evacuation  P56 
Case study 
 Vocabulary test 
Unit 7 In-flight emergency Test  
              
  
 

Prepare for new vocabularies 
Unit 7 Test 

 
27-14 
28-14 

(14-1)(14-2) 
Unit 8 Complaints and disruptive passengers P60 
          Responding to passenger complaints 
          Dealing with complaints about other 
passengers 
           Vocabulary test 
Unit 8 Complaints and disruptive passengers Test 

Prepare for new vocabularies 
Unit 8 Test 

 
29-14 
30-15 
 

(15-1) (15-2)  
Unit 8 Managing disruptive passengers P64 
          Case study 
Unit 8 Complaints and disruptive passengers Test 
  
Final Exam 

Unit 8 Test 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TOU311-
A01 

2.科目名 アジア文化論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 李容淑 

5.授業科目の区分 講義科目 
6.必修・ 
選択の区分 

必修科目 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 経営学科 9.履修学年 3 年⽣ 
10.取得資格の要件 経営学科 11.先修条件 経営 3 年⽣ 
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

文化は衣・食・住、言語、宗教、知識、芸術、制度など⺠族や社会の全体的な⽣活の様子を
指す非常に包括的な概念である。文化は、世界の領域に拡張されて多様化と融合の過程に進
んでいる。世界の文化と経済圏の区域を、米国圏、ヨーロッパ圏、アジア圏に分けて見ると
アジア諸国の政治構造、経済とさらに文化の発展を遂げたことによる変化が注目されてい
る。 
したがって、近隣国家とは競争や対⽴関係ではなく、更に緊密なパートナーの役割を強化す
ることができるよう、互いに良好な関係を形成することが重要である。特に、IT 情報産業が
急速に発展し 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

＜学習目標と DP との関連＞ 
この授業を通じて、関連企業や社会でより専門的な知識が活用できるようになる。 
① アジア国家の人口、GDP、為替、新文化など専門的な内容の説明ができる。 
② アジア国について知識とコミュニケーションスキルを鍛える。 
③ 留学⽣との授業やグループワークで多様な理解を高める。 
④ アジアを学んで日本との違いと共通点を発見し、その点をより結び付けることが
できる。 
 

19.教科書・教材 なし 
20.参考文献 配布する資料 

21.成績評価 
授業中で実施するレポート 
各自での資料作成と発表         ６０％ 
期末テスト                              40％ 

22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
1 回 8 日金 1 回オリエンテーション PDCA、授業内容説明  

2 回 

文化の定義 
文化と文明の差 
文化の具体的な構成要素 
文化の特徴 
新文化論 
アジア重要国家 

 

 中国文化について①講義  

 
中国文化について② 
中国人留学⽣らのグループ発表 

発表用ノートパソコン 

 韓国文化について①講義  

 韓国文化について ② 
映画上映 ⽩磁の人① 

 



 
韓国文化について③ 
映画上映 ⽩磁の人② 

 

 ベトナム文化について①講義  

 
ベトナム文化について② 
留学⽣らの発表 
 

発表用ノートパソコン 

 台湾文化について⑩  
 ⾹港・シンガポール文化について  

 
インドネシア文化について講義 
留学⽣の発表 

発表用ノートパソコン 

 
日本文化について 
日本人学⽣らの発表 発表用ノートパソコン 

 世界のゲテモノ  
 期末テストとレポート  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TR2203-
Y01 

2.科目名 エコツーリズム論 3.単位数 2 

4.授業担当教員 橘セツ 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 観光学科 9.履修学年 2 年次〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 講義 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

【目的】 
 マスツーリズムは、観光地の自然環境や⽣活文化の破壊につながることがありました。１
９８０年代から自然環境や⽣活文化などの資源を持続させていくようなエコツーリズムの実
践が試みられてきています。授業では、エコツーリズムなどのオータナティブなツーリズ
ム・モデルの歴史と事例を紹介して、これからの新しいツーリズムのあり方について考えま
す。 
【概要】 
本授業は、エコツーリズム論などのツーリズムモデルをみわたし、2022 年度の観光学科の
テーマ「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本科目の学習目標は、KUISs 学修ベンチマークの以下の項目と関連しています 
(1)自律的で主体的な態度（自律性） 
(2) 社会に能動的に貢献する姿勢（社会的貢献性） 
(3)多様な文化やその背景を理解し受け容れる能力（多様性理解） 
本科目の学習目標は、以下に挙げる観光学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に関連してい
ます。 
K1：歴史・伝統・文化・自然について幅広く知り、あらゆるモノ・コトを観光と結びつけて
考えることができる 
K2：グローバルな交流と平和を推進する、新しいツーリズムの価値創造に関心を持つ 
K3：経験から得た自信と常に成⻑しようとする意欲、ホスピタリティを備え、自ら社会に役
⽴てようとする 
K4：異なる価値観を理解し、自分の考えや日本の魅力を的確に伝えるコミュニケーション力
を備える 
本科目の学習目標 
１．授業で紹介する個々のエコツーリズムなどのツーリズムモデルの事例において、そのツ
ーリズムのどんな側面が自然環境や⽣活文化などの資源を持続させていっているのかについ
て考えをまとめて説明することができる。 
２．受講⽣の皆さんがエコツーリズムを実現するためにできることを考え、実践する。その
過程や結果について、説明・発表することができる。 

19.教科書・教材 教材は、web class にて、配布します。 
20.参考文献 授業中にたくさん紹介します。 

21.成績評価 

毎回実施する小テストまたは授業内レポート(２5％)…（学習目標１に対応） 
授業中の発表（宿題や授業内レポートで扱ったテーマについて）(25％)…（学習目標２に対
応） 
中間テストと期末テスト(５０％)…（学習目標１と２に対応） 
中間テストと期末テストの記述問題、授業内レポートの記述問題、授業中の発表は、ルーブ
リック評価で採点します。 

22.コメント  授業では、世界の様々な場所でのエコツーリズムなどのツーリズムモデルについて紹介し



ます。これらの事例は自分の住む場所からは遠い場所の事例かもしれません。しかしなが
ら、それらの事例から、受講⽣のみなさんは、想像力をふくらませてください。これらの事
例をとおして、あなたは、どのように考えるのか、実践するのか、さらにはどのように⽣き
るのかについて考える手がかりとしてください。 
 期末テストの記述問題のひとつとして「あなたの考える理想のエコツーリズムについて記
述してください」という問題を出します。どのように解答するのか、15 回の授業を通して
学習するキーワードをを使って、あなたの考えをまとめる準備をしてください。 

23.オフィスアワー 個人研究室：月曜昼休み 
学修支援センター：⽕曜昼休み 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回授業 
イントロダクション：エコツーリズムの定義とエコツ
ーリズム推進法 

「エコツーリズム憲章」を検索して読んでみ
よう。 

第２回授業 エコツーリズムの歴史：ガラパゴス諸島のような壮大
な自然から里山まで 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その１ 

第３回授業 
エコツーリズムの歴史：沖縄県の事例から離島とエコ
ツーリズムについて考える：⻄表島・竹富島の事例紹
介 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その２ 

第４回授業 エコツーリズムの歴史：沖縄県の事例から離島とエコ
ツーリズムについて考える：石垣島の事例紹介 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その３ 

第５回授業 

エコツーリズムとグリーンツーリズム、ルーラルツー
リズム、アグリツーリズモ 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その１ ） 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その４ 

第６回授業 

ＥＵの主導する「LEADER＋事業」：ツーリズムと地
域再⽣・イタリアとギリシャの事例 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その２ ） 

WebClass で配布する資料や文献を授業前に
よく読んで、予習してください。「エコツー
リズムに関わるような看板・標識をグループ
で集めて、分類して、グループごとに発表し
よう」その５ 

第７回授業 

英国のルーラルツーリズムと農村再⽣の事例：英国の
湖水地方の事例から 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その３） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。中間テストの準
備をしよう。 

第８回授業 エコツーリズムのルール（１）：ツーリストの責任 
授業の後半に、中間テスト 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。授業の後半に中
間テスト。 

第９回授業 
コツーリズムのルール（２）：ツーリストを迎える
人々の責任 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。授業の後半に中



授業の後半に、中間テストのふりかえり 間テストのふりかえり。 

第 10 回授業 

エコツーリズムにおける交流 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その４） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。中間テストのふ
りかえりを踏まえて、期末テストの準備をし
よう。 

第 11 回授業 

英国の「カントリーサイド･コード」と教育プログラ
ム 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その５） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 12 回授業 

「カントリーサイド･コード」教育プログラムの活動
を実践してみよう（その１） 
発表：エコツーリズムに関わるような看板・標識をグ
ループで集めて、分類して、グループごとに発表しよ
う（その６） 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 1３回授業 
「カントリーサイド･コード」教育プログラムの活動
を実践してみよう（その２） 
里山をめぐるツーリズム 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 1４回授業 期末テスト 
 

WebClass で配布する文献を読んで討論して
グループごとに発表しよう。期末テストの準
備をしよう。 

第 1５回授業 まとめ  



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TTC301-
Y01 

2.科目名 教育実習Ⅰ （教職 4 年）（秋春） 3.単位数 5 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 中高英語 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 教職課程履修者で、累積 GPA2.0 を達成している者のみ受講できます 

17.授業の目的と概要 

教育実習に先⽴って実施する事前指導には、実習に向けての心構え、実習校との連絡事項、
手続きに関する事項、教員採用試験への申し込みに関連する事項等についての講義、実習中
の業務内容の理解を踏まえ、授業計画の⽴て方、指導案の書き方、授業の模擬練習の実施等
を演習し、その相互評価を含む。本実習期間中は、各実習校の指導教諭の下、実際に教員の
職務を体験する。事後指導では、各自の実習の成果を持ち寄り、体験から得たものを相互に
報告しあう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○目標に沿った 50 分の授業計画を⽴て、それを実践できる 
○教員に必要な服装、話し方ができる 
○教育者としての自覚ができる 
＊DP との関連： 
（６）専門的知識・技能の活用力 
教職課程や専門科目で学んだ知識を活かして、中学・高校の授業計画を作り、実施すること
ができる 
 

19.教科書・教材 2019 年度⽣ 教職の手引き 
 

20.参考文献 
中学校・高等学校学習指導要領、総則編および各教科編 
また、各教科の中学・高校用教科書、教師用指導書等 
 

21.成績評価 

・実習校における本実習に対する成績評価・・・50％ 
・実習ノート・・・10% 
毎日の記録が過不足なく記入されているか， 
観察授業の記録は，教育者の視点から過不足なく記入されているか 
指導案等の資料は記録されているか 
・事前段階における模擬授業・・・20％ 
 授業計画 2 回：計画内容等項目をきちんと書けているか、内容は適切か 
 うち 1 回は模擬授業：計画通りに実行できたか、計画内容、準備等） 
 他の学⽣の模擬授業に対する評価シート（評価の観点、態度等） 
・事後における報告・・・5％ 
総計 100%のうち 60%で 

22.コメント 

・将来の指導者としての意識を持ち、それにふさわしい言動を心がけましょう。時間厳守、
ルールを守ること 
・教職カルテを使って振り返り等を実施するので、PC とファイルを指示のあった回には持
参すること 
・2021 年度秋学期〜2022 年度春学期の科目のため、16 回〜30 回は 2022 年度の予定で
す。  



 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・事前・事後指導の趣旨と位置づけを説明します。 
・実習前後・実習中を通して、守らねばならない項目
について確認し、「誓約書」を書き、提出します。 
・各自の実習期間を確認して、模擬授業の順番と日程
を決めます。 
・事務的な手続きの最終確認をします。 
・実習先での行動等実習⽣としての心得について、常
識に属する事柄も含めて解説します。 
・法定伝染病（麻疹等）への対策、事前説明会の日程
確認と出席、教員採用試験への申し込み、出勤簿への
押捺、実習後の挨拶・礼状作成等、様々あります。 
・実習期間中の記録のつけ方、担当する授 

PC 持参 

【第 2 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
 

模擬授業の映像を katayama のシェアフォル
ダにアップロードするので、自分の話し方や
動きなど、確認すること。 
また、同様に過去の先輩の映像も参考に見て
おくこと。 

【第 3 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

PC 

【第 4 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第 5~20
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第 21 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
なお、実習期間が早く始まる実習⽣は、順次実習に出
ます。 

 

【第 22 回】 本実習  
【第 23 回】 本実習  
【第 24 回】 本実習  

【第 25 回】 

本実習 
なお、早い時期に実習が終わる実習⽣は、順次、担当
教員に終了の報告をし、個別指導を受けることになり
ます。  
 

 

【第 26 回】 事後報告会（１） PC 



相互に実習体験の報告会を実施します。 

【第 27 回】 
事後報告会（2） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

PC 

【第 28 回】 
事後報告会（3） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

★教育実習を終えて(レポート） 

【第 29 回】 

事後報告会（4） 
実習体験の報告会を実施します。 
実習後の各種手続き等(実習記録の提出、レポートの
提出、礼状の送付等）について確認します。  
 

 

【第 30 回】 

総括：実習体験を共有しふりかえりながら、学校や地
域などによる差や、様々な教育現場の取り組みを考え
ます。 
 

★履修カルテ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

TTC302-
Y01 

2.科目名 教育実習Ⅱ （教職 4 年）（秋春） 3.単位数 3 

4.授業担当教員 片山真理 

5.授業科目の区分 演習 
6.必修・ 
選択の区分 

教職必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション学科 9.履修学年 3 年⽣ 

10.取得資格の要件 中高英語 
 

11.先修条件  

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 教職課程履修者で、累積 GPA2.0 を達成している者のみ受講できます 

17.授業の目的と概要 

教育実習に先⽴って実施する事前指導には、実習に向けての心構え、実習校との連絡事項、
手続きに関する事項、教員採用試験への申し込みに関連する事項等についての講義、実習中
の業務内容の理解を踏まえ、授業計画の⽴て方、指導案の書き方、授業の模擬練習の実施等
を演習し、その相互評価を含む。本実習期間中は、各実習校の指導教諭の下、実際に教員の
職務を体験する。事後指導では、各自の実習の成果を持ち寄り、体験から得たものを相互に
報告しあう。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

○目標に沿った 50 分の授業計画を⽴て、それを実践できる 
○教員に必要な服装、話し方ができる 
○教育者としての自覚ができる 
＊DP との関連： 
（６）専門的知識・技能の活用力 
教職課程や専門科目で学んだ知識を活かして、中学・高校の授業計画を作り、実施すること
ができる 
 

19.教科書・教材 2019 年度⽣ 教職の手引き 
 

20.参考文献 
中学校・高等学校学習指導要領、総則編および各教科編 
また、各教科の中学・高校用教科書、教師用指導書等 
 

21.成績評価 

・実習校における本実習に対する成績評価・・・50％ 
・実習ノート・・・10% 
毎日の記録が過不足なく記入されているか， 
観察授業の記録は，教育者の視点から過不足なく記入されているか 
指導案等の資料は記録されているか 
・事前段階における模擬授業・・・20％ 
 授業計画 2 回：計画内容等項目をきちんと書けているか、内容は適切か 
 うち 1 回は模擬授業：計画通りに実行できたか、計画内容、準備等） 
 他の学⽣の模擬授業に対する評価シート（評価の観点、態度等） 
・事後における報告・・・5％ 
総計 100%のうち 60%で 

22.コメント 

・将来の指導者としての意識を持ち、それにふさわしい言動を心がけましょう。時間厳守、
ルールを守ること 
・教職カルテを使って振り返り等を実施するので、PC とファイルを指示のあった回には持
参すること 
・2021 年度秋学期〜2022 年度春学期の科目のため、16 回〜30 回は 2022 年度の予定で
す。  



 
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

【第 1 回】 

・事前・事後指導の趣旨と位置づけを説明します。 
・実習前後・実習中を通して、守らねばならない項目
について確認し、「誓約書」を書き、提出します。 
・各自の実習期間を確認して、模擬授業の順番と日程
を決めます。 
・事務的な手続きの最終確認をします。 
・実習先での行動等実習⽣としての心得について、常
識に属する事柄も含めて解説します。 
・法定伝染病（麻疹等）への対策、事前説明会の日程
確認と出席、教員採用試験への申し込み、出勤簿への
押捺、実習後の挨拶・礼状作成等、様々あります。 
・実習期間中の記録のつけ方、担当する授 

PC 持参 

【第 2 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
 

模擬授業の映像を katayama のシェアフォル
ダにアップロードするので、自分の話し方や
動きなど、確認すること。 
また、同様に過去の先輩の映像も参考に見て
おくこと。 

【第 3 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

PC 

【第 4 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第 5~20
回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 

 

【第 21 回】 

模擬授業と相互評価 
最初に決めた順番に従って、模擬授業を実施し、⽣徒
役をつとめた実習⽣との間で相互評価を実施します。
よりよい授業をできるよう、意見交換をします。 
なお、実習期間が早く始まる実習⽣は、順次実習に出
ます。 

 

【第 22 回】 本実習  
【第 23 回】 本実習  
【第 24 回】 本実習  

【第 25 回】 

本実習 
なお、早い時期に実習が終わる実習⽣は、順次、担当
教員に終了の報告をし、個別指導を受けることになり
ます。  
 

 

【第 26 回】 事後報告会（１） PC 



相互に実習体験の報告会を実施します。 

【第 27 回】 
事後報告会（2） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

PC 

【第 28 回】 
事後報告会（3） 
相互に実習体験の報告会を実施します。  
 

★教育実習を終えて(レポート） 

【第 29 回】 

事後報告会（4） 
実習体験の報告会を実施します。 
実習後の各種手続き等(実習記録の提出、レポートの
提出、礼状の送付等）について確認します。  
 

 

【第 30 回】 

総括：実習体験を共有しふりかえりながら、学校や地
域などによる差や、様々な教育現場の取り組みを考え
ます。 
 

★履修カルテ 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT113-
Y01 

2.科目名 ライティング１ L1（1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 上仲淳 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：以下のライティング技術を修得すること 
  1) Basic sentence structures  
  2) Paragraph structure (Topic, Supporting, Concluding)  
  3) Planning & Outlining (Brainstorming) 
  4) Revising (self and peer evaluation) 
概要：上記の目的達成のために、添削と相互評価を通して、基礎的なライティングスキルを
修得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業ではライティングの基礎を学び、テーマに沿ったエッセイが書けるようになることを
目標とする。 
  1) Increase topic-based vocabulary 
  2) Develop better sentences, paragraphs, and essays through writing models and  
            extensive practice. 
  3) Develop skills in brainstorming and planning paragraphs 
  4) Self & Peer Assessment  
本科目の学習目標は DP の（１）「自律性」、（３）「多様性理解」（４）「問題発見・解決力」
（５）「コミュニケーション・スキル」の学修に関連している。 

19.教科書・教材 Keren Blanchard・Christine Root (2017) Ready to Write (4th Edition) Pearson 
20.参考文献 PC, Electric/Paper dictionary 

21.成績評価 

①Participation and activities 15% 
②Assignments 54% 
③Quizzes 16% 
④Final exam 15% 
 

22.コメント 

・授業内での活動や assignments を重視しているため、欠席しないように注意してくださ
い。 
・授業は主に教科書に沿って進めていきますが、その他の授業内活動もしますので積極的な
姿勢で授業に臨んでください。 

23.オフィスアワー Questions are welcome via email or before/after the class. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
Day 1 
Day 2 
Day 3 

Orientation 
Writing About Yourself 

Assignment 1 

Day 4 
Day 5 
Day 6 

Writing About Your Family and Friends Assignment 2 

Day 7 
Day 8 

Writing About Your Activities Assignment 3 



Day 9 
Day 10 Quiz1＋ Class activity  
Day 11 
Day 12 
Day 13 

Giving Instructions Assignment 4 

Day 14 
Day 15 
Day 16 

Writing About Your Day Assignment 5 

Day 17 
Day 18 
Day 19 

Writing Description Assignment 6 

Day 20 Quiz 2＋ Class activity  
Day 21 
Day 22 
Day 23 

Writing About Places Assignment 7 

Day 24 
Day 25 
Day 26 

Writing a Narrative Assignment 8 

Day 27 
Day 28 
Day 29 

Expressing Your Opinion Assignment 9 

Day 30 Final examination  
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT113-
Y02 

2.科目名 ライティング１ L1（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 川部純⺒ 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 1 年 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：以下のライティング技術を修得すること 
  1) Basic sentence structures  
  2) Paragraph structure  
  3) Planning & Outlining (Brainstorming) 
  4) Revising (self and peer evaluation) 
概要：上記の目的達成の為に、ライティングを行い、添削と相互評価を通して、アカデミッ
ク・エッセイを修得する。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

本授業では academic essay の基礎を学び、テーマに沿ったエッセイが書けるようになるこ
とを目標とする。 
  1) Sentence Combining and Modifiers 
  2) Develop better sentences, paragraphs, and essays through academic writing 
models and  
            extensive practice. 
  3) Develop skills in brainstorming and planning an academic paragraph 
  4) Self & Peer Assessment 

19.教科書・教材 Ready to Write 1 (Karen Blanchard. C) Person 
20.参考文献 PC, Electric/Paper dictionary 
21.成績評価 平常点 50 点、中間試験(Mid-term test) 20 点、総括試験(Final test) 30 点 

22.コメント 

＊授業中の携帯電話の使用を禁止します。 
＊テキスト忘れや、授業に参加していない(携帯を見ている/居眠り/私語など)、宿題をして
いない等の場合には、欠席扱いとなることがあります。 
＊授業内での活動及び assignments を重視している為、欠席しないように十分に注意して
ください。 
＊提出期限が過ぎた assignments、エッセイなどは受理しないので点数はゼロである。 
＊翻訳機の使用や剽窃が疑われるエッセイの点数はゼロである。 
＊やむ終えず欠席してしまった場合、必ず次の授業までに担当教員より学習内容及び宿題を
確認し、次の授業に臨んでください。 
＊授業は主に教科書に沿って進めていきますが、授業内活動としてペアやグループによるタ
スク等を行います。したがって、積極的な参加姿勢で授業に臨んでください。 

23.オフィスアワー Questions are welcome via email or before/after the class. 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

 
Day 1 Course introduction 
Day 2 Chapter 1 About Yourself 
 

 

Week 2 
 
Day 3 Chapter 1 

 



Day 4 Chapter 1 
 

Week 3 

 
Day 5 Chapter 2 Family & Friends 
Day 6 Chapter 2 
 

 

Week 4 

 
Day 7 Chapter 2 
Day 8 Chapter 3 Activities 
 

 

Week 5 

 
Day 9 Chapter 3 
Day 10 Chapter 3 
 

 

Week 6 

 
Day 11 Chapter 4 Giving Instructions 
Day 12 Chapter 4 
 

 

Week 7 

 
Day 13 Chapter 4 
Day 14 Chapter 5 Your Day、中間試験の準備 
 

 

Week 8 

 
Day 15 中間試験 Mid-term test 
Day 16 Chapter 5 
 

 

Week 9 

 
Day 17 Chapter 5 
Day 18 Chapter 6 Descriptions 
 

 

Week 10 

 
Day 19 Chapter 6 
Day 20 Chapter 6 
 

 

Week 11 

 
Day 21 Chapter 7 Places 
Day 22 Chapter 7 
 

 

Week 12 

 
Day 23 Chapter 7  
Day 24 Chapter 8 Narrative 
 

 

Week 13 

 
Day 25 Chapter 8 
Day 26 Chapter 8 
 

 

Week 14   



Day 27 Chapter 9 Opinion 
Day 28 Chapter 9 
 

Week 15 

 
Day 29 Chapter 9 
Day 30 総括試験 Final Test 
 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT114-
Y01 

2.科目名 ライティング２ L2 3.単位数 2 

4.授業担当教員 ABIGAIL VAN STRYKER 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
Students will develop the tools to clearly express themselves in English, through first 
writing paragraphs. then essays. Students will learn the skills required for good writing 
with interesting personal and cultural  topic.  You will learn citations and 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

At Semester's end, students are expected to successfully achieve the following abilities 
set by the Department:  1. autonomy and skills to be an independent learner;  2. 
problem-solving strategies;   3. written communication skills 

19.教科書・教材 
Ready to Write 2 (5th Edition) by Karen Blanchard and Christine Root.  Publisher: 
Pearson 
 ISBN: 978-0-13439-9324 

20.参考文献  

21.成績評価 

In-class textbook activities, group and individual work (progressive assessment)  -  40% 
1 email Task written to Teacher (Week 3) - 10% 
3 x 400 word written tasks on topics nominated by Teacher - 30% 
Class participation (cooperation/ motivation/ attitude) 

22.コメント 

- As this is progressive assessment, your in-class attendance is advised.         
- Please ONLY use your phone to access the recommended dictionary 
www.collinsdictionary.com 
- Cambridge University free website:  www.writeandimprove.com 
- Free online tool:  www.grammarly.com  
- English is the language of this classroom. 
- **All care taken, but Timetable is subject to change due to unforeseen circumstances! 
** 

23.オフィスアワー 
** Please contact your Teacher at above email address as her attendance on campus is 
limited ** 

24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 

Meeting 1: Introductions, course requirements, 
assessment, class rules. Unit 1: Getting Organized - 
how to organise items on a list / Your past writing 
experience 
Meeting 2: Capitalization and punctuation / Writer's 
Tips / Identifying irrelevant informati 

As directed by your Teacher 

Week 2 

Meeting 1: Unit 2 - 'Understanding Paragraphs'- 
compound sentences; paragraph form, topic 
sentence, parts of a paragraph 
Meeting 2: writing supporting and concluding 
sentences, steps to writing well organised 
paragraphs 

As directed by your Teacher 



Week 3 

Meeting 1:  Unit 3 - Organising information by time 
order - prepositions of time; complex time 
sentences, signal words / paragraph titles 
Meeting 2: Biographical paragraphs / writing an 
email / writing schedules and lists / Introduction to 
Word Banks 

Assessment 1: (10%)  write an email to 
your teacher (details given in this week's 
class) 

Week 4 

Meeting 1: Unit 4 - Organising informationoy order 
of importance. Comma splices / gerunds / adding 
new ideas 
Meeting 2: Writing topic sentences/ ordering 
supporting points / order of importance / equal-
order paragraphs / Word Banks 

As directed by your Teacher 

Week 5 

Meeting 1: Unit 5 - Organising information by 
spatial order. Prepositions of place / organising 
details / British vs American spelling differences 
Meeting 2: Writing topic sentences for spatial order 
/ details and descriptive paragraphs using spatial 
orde 

As directed by your Teacher 

Week 6 

Meeting 1: Unit 6 - Understanding the Writing 
Process / Senence fragments / Writing a first draft 
Meeting 2: Brainstorming, clustering, listing. 
Recognising and using steps of the writing process 
/ Revising and editing your paragraph 

As directed by your Teacher 

Week 7 

Meeting 1: Unit 7 - Supporting the Main Idea.  
Introducing examples, punctuating quotes, 
providing support. using charts and graphs. 
Meeting 2: Writing paragraphs with supporting 
exaples, personal experiences, facts from graphs/ 
charts. Word Banks: Change 

As directed by your Teacher 

Week 8 

Meeting 1: Unit 8 - Explaining a process. Imperative 
sentences, time order signal words. 
Meeting 2: Writing topic sentences for process 
paragraphs, ordering sentences, writing process 
paragraphs. Word Bank-direction signal words 

Written Assignment 2 (10%) due. (Details 
given out in class previously) 
 

Week 9 

Meeting 1: Unit 9 - Writing descriptions. Order of 
adjectives, sensory words and using adjectives 
Meeting 2: Topic sentences and details for 
descriptive paragraphs;  writing descriptive 
paragraphs about people, places and objects.  
Word Banks. 

As directed by your Teacher 

Week 10 

Meeting 1: Unit 10 - Expressing your Opinion;  
Run-on sentences; using reasons 
Meeting 2: Topic sentences/ supporting details for 
opinion paragraphs 

As directed by your Teacher 

Week 11 

Meeting 1:  Unit 11 - Comparing and Contrasting; 
Sentence patterns of comparison, comparative 
adjectives 
Meeting 2: Writing topic sentences -comparison & 

As directed by your Teacher 



contrast paragraphs 

Week 12 

Meeting 1: Unit 12 - Analysing Causes and Effects;  
complex sentences with because/since;  
paragraph unity 
Meeting 2: Writing topic sentences for cause and 
effect paragraphs 

As directed by your Teacher 

Week 13 

Meeting 1: Unit 13 - Writing Summaries and 
Answering Test Questions;  subject/verb and 
verb/pronoun agreement; answering test questions 
Meeting 2: Writing summary steps; identifying main 
ideas and details, writing summaries 

Written Assignment 3 (10%) due. (Details 
given out in class previously) 

Week 14 

Meeting 1: Unit 14 - Writing Personal Letters and 
Business Letters; capitalisation and punctuation in 
letters 
Meeting 2: Personal letters, business letters, letters 
of complaint and praise 

As directed by your Teacher 

Week 15 

Meeting 1: Writing business letters (continued); 
textbook catch-up 
Meeting 2: Review of course;  review of your 
assessment items and opportunity to complete any 
outstanding work 

 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT115-
Y01 

2.科目名 ライティング総合１ L3 3.単位数 2 

4.授業担当教員 フィゴーニ啓子 

5.授業科目の区分 総合演習 
6.必修・ 
選択の区分 

選択 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 英語コミュニケーション 9.履修学年 2 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

Objective: 
In this class,  students progress from paragraph development to essay writing.   
Abstract: 
The topics include personal episodes related to favorite activities and daily life 
as well as learning how to make arguments on social and cultural issu 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

Students can 
1.  learn how to compose coherent paragraphs. 
2.  write three 400- word- essays. 
3. learn how to write citations and references. 
4. develop vocabulary, idioms and grammar. 
5. Work both individually and cooperatively in pairs and groups.  
PD: 自律性、問題発見、解決力 

19.教科書・教材 Ready to Write 2  (K.Blanchard, C. Root) , Pearson 
20.参考文献 To be announced in class 

21.成績評価 

総括試験（Final exam） : 40%  
平常点（ In-class/homework assignments, quizzes , 3 essays) : 60% 
＊第 29 回目授業で総括試験(final exam)を行う。 
＊授業内課題や小テスト、3 本のエッセイは各平均点を合算し、その 60％を平常点とする。 
＊提出期限が過ぎた課題レポート、エッセイなどは受理しない。 
＊翻訳機の使用や剽窃が疑われるエッセイの評価点はゼロである。 

22.コメント 

1. B5 サイズルーズリーフ、USB メモリ、コンピューターは毎回持参すること。 
2. コロナ等の諸事情により、急遽、対面からオンラインになった場合は、 
 WebClass で連絡事項を確認し、Zoom ミーティングに参加すること。 
3.体調不良等で出席停止になった場合は、速やかにメールで連絡をいれること。 

23.オフィスアワー 授業の前後、合間に教室または講師控室にて対応する。 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

Week 1 
 

(1)     Orientation :  
          Introducing the syllabus, class rules.  
          Writing an email  
(2)   Chapter 1  
    Getting organized   
        
 

Homework 
 Read 'Introduction' of  
 the textbook, Ready to Write 2 
 

Week 2 

(1)  Chapter 1  Getting Organized 
                  Grammar: capitalization and 
punctuation 
(2)  Chapter 1 

Homework assignment 
Chapter 1:  On your own 
 



                  Vocabulary, idioms 
                  Peer/group work 
 

Week 3 

(1) Chapter 2  Understanding Paragraphs 
                 Paragraph form, topic sentence, 
unity 
(2) Chapter 2 
                 Grammar : Compound sentences 
                 Vocabulary, idioms 
                 Peer/group work 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 4 

(1)  Chapter 3  Organizing Information by Time 
Order 
                  Signal words, Writing titles for 
paragraphs 
                  Grammar: preposition of time 
(2) Chapter 3 
                  Vocabulary, idioms 
                  Peer / group work 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 5 

(1) Chapter 4  Organizing Information by Order of 
Importance 
                  Write a paragraph listing the 
supporting ideas 
                  in order of importance 
(2) Chapter 4 
                  Grammar: gerunds, comma 
splices 
                  Vocab 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 6 

(1)  Chapter 5  Organizing Information by Spatial 
Order 
                  Write a paragraph describing a 
place 
                  using spatial order,  Organizing 
details 
(2) Chapter 5 
                  Grammar : Prepositions of place 
                   V 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 7 

(1) Chapter 6   Understanding the Writing Process 
                   Write a paragraph using the 
three steps 
                   of the writing process 
(2) Chapter 6 
                   Grammar: Sentence fragments 
                   Vocabulary, idioms 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 8 

(1) Chapter 7   Supporting the Main Idea 
                   Write a paragraph using charts, 
graphs, and quotes to  
                   support the main idea 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 



(2) Chapter 7 
                   Grammar : Introducing 
examples, punctuating quotes 
 

Week 9 

(1) Chapter 8  Explaining a Process 
                  Write a paragraph describing 
the steps in a process 
(2) Chapter 8 
                  Grammar: Imperative sentences 
                  Vocabulary, idioms 
                  Peer/group work 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 10 

(1) Chapter 9  Writing Descriptions  
                  Write a paragraph using 
descriptive details 
                  about a person, place or thing 
(2) Chapter 9 
                  Grammar: order of adjectives 
                  Vocabulary, idioms 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 11 

(1) Chapter 10   Expressing Your Opinion 
                    Write a paragraph that 
expresses your opinion 
                    on a number of topics 
(2) Chapter 10 
                    Grammar : run-on sentences 
                    Vocabulary, idioms 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 12 

(1) Chapter 11   Comparing and Contrasting 
                     Write a paragraph comparing 
or contrasting 
                      two people, experiences, or 
things 
(2) Chapter 11 
                     Grammar: sentence patterns 
of comparison 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 13 

(1) Chapter 12   Analyzing Causes and Effects 
                     Write a paragraph describing 
the causes 
                      or effects of an event 
(2) Chapter 12 
                     Grammar : complex 
sentences with because and since 
 

Homework 
 Review the chapter. 
 Finish the rest of the 
 exercises. 

Week 14 

(1) Chapter 13   Writing Summaries and 
Answering Test Questions 
                     Write a paragraph that 
summarizes an article of a story 

Homework 
 Review the chapter. 
 Prepare for the final exam 
 



(2) Chapter 13 
                     Grammar : agreement of 
subjects and verbs 
                     Vocabulary, id 

Week 15 

(1) Final exam 
(2) Consolidation 
          Final exam Q&A session 
          reflection 

Homework 
 Review the chapter. 
 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT115-
Y02 

2.科目名 ライティング総合１ L3（2/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 中学英語教員免許１種 
高等英語教員免許１種 

11.先修条件 Level 2 を終えていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 Level ３でクラス指定を受けた者 

17.授業の目的と概要 

目的: Students learn the structure of a paragraph and its important elements, and then 
start writing  
   various types of paragraphs, such as description, explanation, and statement. These 
writing tasks will  
   develop their academic essay writing.  
概要: St 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(4) Find & Solve Problems （問題発見・解決力）& 
     (5) Communication Skill（コミュニケーション・スキル） 
学習目標 
1. Students can write various types of paragraphs and revise them by both peer and  
   instructorʼs review and correction. 
2. Students can acquire skills of critical thinking and express their opinion through 
writing. 

19.教科書・教材 
Akihiro Maeda, J. Kono, S. Rosati (2021) 5 Steps for Paragraph Writing. Tsurumi Shoten. 
ISBN978-4-7553-0051-6 

20.参考文献 
Related materials will be given on the Webclass 
Always need an English dictionary 

21.成績評価 
1） Homework (draft)：３点×17 回＝51 点   
2） Essay（７回）：①5 点＋②６点＋③〜⑥７点×４回+⑦10 点＝49 点  
＊合格基準：宿題は９回以上提出、Essay は最終回⑦を含み５回以上提出 

22.コメント 

1) 提出物（HWK & Essay）は Web Class に提出 
2) 提出物の相互評価は提出者のみで行うので、未提出者は相互評価に参加できない（=成績
は付かない） 
3) Web Class 締切後の提出は、原則として受け取らない。 
4) 宿題を積み重ねて Essay を完成させます。最後まで継続できれば、ライティング能力は
確実に向上します。 
5) 毎回、英語辞書を持参（PC 教室は飲食物の持ち込み禁止） 
6) 予習は、次章の structure, exercise を解答 

23.オフィスアワー センター：木曜昼休み、研究室：金曜２限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１. 4/08 
2. 4/14 

1. Introduction (syllabus, course objectives), 
Chapter 1 Basics for  
  English Composition,  Common Errors, Bridging 
Expressions 
2. Chapter 2 What is a Paragraph? (definition, 
structure, main elements, TC) 

この欄はすべて＜予習＞です。 
1. HWK 1 & Ch.2 予習(60min) 
2. HWK 2& Ch.3 予習(60min) 



 

3. 4/15 
4. 4/21 

3. Chapter 3 Procedure / Process (structure, useful 
expressions), 
   Writing a draft 1 
4. Important elements of a paragraph (TC-L2, CS, 
development) 
 

3. HWK 3 (45min) 
4. HWK 4: Ch.3 (45min) 

5. 4/22 
6. 4/28 

5. Ch. 3:Peer evaluation (pair work), Revising (draft 
2), exercise 
6. Ch.3: Peer evaluation (pair work), Revising (draft 
3),  
  Chapter 6 Graph Description: structure 
 

5. HWK 5: Ch.3,  
   & Ch.6 予習 (60min) 
6. Essay 1: C. 3 (60min) 

7. 5/06 
8. 5/12 

7. Ch.3: Peer evaluation for Essay 1 (pair work),  
  Chapter 6 (useful expressions, find a topic & a 
graph) 
8. Ch. 6: Writing a draft 1, exercise 

7. draft(45min)  
8. HWK 6: Ch.6 ,  
   & Ch.9 予習 (60min) 

9. 5/13 
10. 5/19 

9. Ch.6: Peer evaluation (pair work), Revising (draft 
2),  
   Chapter 9 Classification: structure 
10. Ch.6: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3),  
   Chapter 9 Classification: useful expressions 

9. HWK 7: Ch.6 (45min)  
10. HWK 8: Ch.9 (45min) 

11. 5/20 
12. 5/26 

11. Chapter 9 Classification: exercise, finding a 
topic, &  
      Writing a draft 1 
12. Ch.6: Peer evaluation for Essay 2 (pair work), 
Ch.9 Revising (draft 2) 
  
 

11. Essay 2: Ch.6 (60min) 
12. HWK 9: Ch. 9, & Ch.10 予習(60min) 

13. 5/27 
14. 6/02 

13. Ch.9: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3),  
   Chapter 10 Comparison / Contrast: structure 
14. Ch.9: Peer evaluation for Essay 3 (pair work), 
   Chapter 10 Comparison / Contrast: useful 
expressions 
 

13. Essay 3: Ch.9 (60min) 
14. HWK 10: Ch.10 (45min) 

15. 6/03 
16. 6/09 

15. Chapter 10 Comparison / Contrast: exercise, 
finding a topic, & 
       Writing a draft 1  
16. Ch. 10: Peer Evaluation (pair work), Revising 
(draft 2) 

15. draft: Ch.10 (45min) 
16. HWK 11: Ch.10 ,  
     & Ch.11 予習(60min) 

17. 6/10 
18. 6/16 

17. Ch.10: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3), 
   Chapter 11 Opinion & Reasons: structure 
18. Ch.10: Peer evaluation for Essay 4 (pair work), 
   Chapter 11 Opinion & Reasons: useful 
expressions  

17. Essay 4: Ch.10 (60min) 
18. HWK 12: Ch.11 (45min) 



 

19. 6/17 
20. 6/23 

19. Chapter 11 Opinion & Reasons: exercise, finding 
a topic, & 
      Writing a draft 1 
20. Chapter 12 Cause & Effect: structure, Writing a 
draft 

19. draft: Ch.12 , & Ch.12 予習(60min) 
20. HWK 13: Ch.11 (45min) 

21. 6/24 
22. 6/30 

21. Ch.11: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 2), 
   Chapter 12 Cause & Effect: structure 
22. Ch.11: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3), 
   Chapter 12 Cause & Effect: useful expressions  
 

21. HWK 14: Ch.12 (45min) 
22.Ch.14 予習(45min) 

23. 7/01 
24. 7/07 

23. Ch.12: Writing a draft 1, & 
     Chapter 12 Cause & Effect: exercise, finding a 
topic 
24. Ch.11: Peer evaluation for Essay 5 (pair work), & 
     Chapter 14 Problem & Solutions: structure 

23.  Essay 5: Ch.11 (60min) 
24. draft: Ch.12 (45min) 

25. 7/08 
26. 7/14 

25. Ch.12: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 2), 
   Chapter 14 Problem & Solutions: useful 
expressions 
26. Ch.12: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3),  
   Chapter 14 Problem & Solutions: exercise, 
finding a topic 

25. HWK 15: Ch.12 (45min) 
26. HWK 16: Ch.14 (45min) 

27. 7/15 
28. 7/21 

27. Ch.14: Peer evaluation (pair work), Writing a 
draft 1   
28.Ch.12: 1Peer evaluation for Essay 6 (pair work),  
    Ch.14 Revising (draft 2) 
 

27. Essay 6: Ch.12 (60min) 
28. HWK 17: Ch.14 (45min) 

29. 7/22 
30. 7/28 

29. Ch.14: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3)  
30. Ch.14: Peer evaluation for Essay 7 (pair work), 
Reflection 

29.  Essay 7: Ch.14 (60min) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT115-
Y03 

2.科目名 ライティング総合１ L3（2/2）（聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 有本純 

5.授業科目の区分 専門基礎科目 
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年 ２年〜 

10.取得資格の要件 中学英語教員免許１種 
高等英語教員免許１種 

11.先修条件 Level 2 を終えていること 

12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限 Level ３でクラス指定を受けた者 

17.授業の目的と概要 

目的: Students learn the structure of a paragraph and its important elements, and then 
start writing  
   various types of paragraphs, such as description, explanation, and statement. These 
writing tasks will  
   develop their academic essay writing.  
概要: St 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

DP(4) Find & Solve Problems （問題発見・解決力）& 
     (5) Communication Skill（コミュニケーション・スキル） 
学習目標 
1. Students can write various types of paragraphs and revise them by both peer and  
   instructorʼs review and correction. 
2. Students can acquire skills of critical thinking and express their opinion through 
writing. 

19.教科書・教材 
Akihiro Maeda, J. Kono, S. Rosati (2021) 5 Steps for Paragraph Writing. Tsurumi Shoten. 
ISBN978-4-7553-0051-6 

20.参考文献 
Related materials will be given on the Webclass 
Always need an English dictionary 

21.成績評価 
1） Homework (draft)：３点×17 回＝51 点   
2） Essay（７回）：①5 点＋②６点＋③〜⑥７点×４回+⑦10 点＝49 点  
＊合格基準：宿題は９回以上提出、Essay は最終回⑦を含み５回以上提出 

22.コメント 

1) 提出物（HWK & Essay）は Web Class に提出 
2) 提出物の相互評価は提出者のみで行うので、未提出者は相互評価に参加できない（=成績
は付かない） 
3) Web Class 締切後の提出は、原則として受け取らない。 
4) 宿題を積み重ねて Essay を完成させます。最後まで継続できれば、ライティング能力は
確実に向上します。 
5) 毎回、英語辞書を持参（PC 教室は飲食物の持ち込み禁止） 
6) 予習は、次章の structure, exercise を解答 

23.オフィスアワー センター：木曜昼休み、研究室：金曜２限 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

１. 4/08 
2. 4/14 

1. Introduction (syllabus, course objectives), 
Chapter 1 Basics for  
  English Composition,  Common Errors, Bridging 
Expressions 
2. Chapter 2 What is a Paragraph? (definition, 
structure, main elements, TC) 

この欄はすべて＜予習＞です。 
1. HWK 1 & Ch.2 予習(60min) 
2. HWK 2& Ch.3 予習(60min) 



 

3. 4/15 
4. 4/21 

3. Chapter 3 Procedure / Process (structure, useful 
expressions), 
   Writing a draft 1 
4. Important elements of a paragraph (TC-L2, CS, 
development) 
 

3. HWK 3 (45min) 
4. HWK 4: Ch.3 (45min) 

5. 4/22 
6. 4/28 

5. Ch. 3:Peer evaluation (pair work), Revising (draft 
2), exercise 
6. Ch.3: Peer evaluation (pair work), Revising (draft 
3),  
  Chapter 6 Graph Description: structure 
 

5. HWK 5: Ch.3,  
   & Ch.6 予習 (60min) 
6. Essay 1: C. 3 (60min) 

7. 5/06 
8. 5/12 

7. Ch.3: Peer evaluation for Essay 1 (pair work),  
  Chapter 6 (useful expressions, find a topic & a 
graph) 
8. Ch. 6: Writing a draft 1, exercise 

7. draft(45min)  
8. HWK 6: Ch.6 ,  
   & Ch.9 予習 (60min) 

9. 5/13 
10. 5/19 

9. Ch.6: Peer evaluation (pair work), Revising (draft 
2),  
   Chapter 9 Classification: structure 
10. Ch.6: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3),  
   Chapter 9 Classification: useful expressions 

9. HWK 7: Ch.6 (45min)  
10. HWK 8: Ch.9 (45min) 

11. 5/20 
12. 5/26 

11. Chapter 9 Classification: exercise, finding a 
topic, &  
      Writing a draft 1 
12. Ch.6: Peer evaluation for Essay 2 (pair work), 
Ch.9 Revising (draft 2) 
  
 

11. Essay 2: Ch.6 (60min) 
12. HWK 9: Ch. 9, & Ch.10 予習(60min) 

13. 5/27 
14. 6/02 

13. Ch.9: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3),  
   Chapter 10 Comparison / Contrast: structure 
14. Ch.9: Peer evaluation for Essay 3 (pair work), 
   Chapter 10 Comparison / Contrast: useful 
expressions 
 

13. Essay 3: Ch.9 (60min) 
14. HWK 10: Ch.10 (45min) 

15. 6/03 
16. 6/09 

15. Chapter 10 Comparison / Contrast: exercise, 
finding a topic, & 
       Writing a draft 1  
16. Ch. 10: Peer Evaluation (pair work), Revising 
(draft 2) 

15. draft: Ch.10 (45min) 
16. HWK 11: Ch.10 ,  
     & Ch.11 予習(60min) 

17. 6/10 
18. 6/16 

17. Ch.10: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3), 
   Chapter 11 Opinion & Reasons: structure 
18. Ch.10: Peer evaluation for Essay 4 (pair work), 
   Chapter 11 Opinion & Reasons: useful 
expressions  

17. Essay 4: Ch.10 (60min) 
18. HWK 12: Ch.11 (45min) 



 

19. 6/17 
20. 6/23 

19. Chapter 11 Opinion & Reasons: exercise, finding 
a topic, & 
      Writing a draft 1 
20. Chapter 12 Cause & Effect: structure, Writing a 
draft 

19. draft: Ch.12 , & Ch.12 予習(60min) 
20. HWK 13: Ch.11 (45min) 

21. 6/24 
22. 6/30 

21. Ch.11: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 2), 
   Chapter 12 Cause & Effect: structure 
22. Ch.11: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3), 
   Chapter 12 Cause & Effect: useful expressions  
 

21. HWK 14: Ch.12 (45min) 
22.Ch.14 予習(45min) 

23. 7/01 
24. 7/07 

23. Ch.12: Writing a draft 1, & 
     Chapter 12 Cause & Effect: exercise, finding a 
topic 
24. Ch.11: Peer evaluation for Essay 5 (pair work), & 
     Chapter 14 Problem & Solutions: structure 

23.  Essay 5: Ch.11 (60min) 
24. draft: Ch.12 (45min) 

25. 7/08 
26. 7/14 

25. Ch.12: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 2), 
   Chapter 14 Problem & Solutions: useful 
expressions 
26. Ch.12: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3),  
   Chapter 14 Problem & Solutions: exercise, 
finding a topic 

25. HWK 15: Ch.12 (45min) 
26. HWK 16: Ch.14 (45min) 

27. 7/15 
28. 7/21 

27. Ch.14: Peer evaluation (pair work), Writing a 
draft 1   
28.Ch.12: 1Peer evaluation for Essay 6 (pair work),  
    Ch.14 Revising (draft 2) 
 

27. Essay 6: Ch.12 (60min) 
28. HWK 17: Ch.14 (45min) 

29. 7/22 
30. 7/28 

29. Ch.14: Peer evaluation (pair work), Revising 
(draft 3)  
30. Ch.14: Peer evaluation for Essay 7 (pair work), 
Reflection 

29.  Essay 7: Ch.14 (60min) 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT115-
Y04 

2.科目名 ライティング総合１ L3（1/2） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Patrick Shorb 

5.授業科目の区分 
 
基礎科目 

6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 国際コミュニケーション学部 9.履修学年 1 年〜 
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

1. Build more complex sentence structures through sentence-combining  exercises 
2. Learn to organize ideas logically into a cohesive and coherent paragraph 
3. Learn formal writing for professional communication 
4. Create a writing portfolio 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

1. Increase the variety and complexity of sentence structures 
2. Write paragraphs with a topic, supporting, and concluding sentences 
3. Write emails with formal writing conventions 
4. Build a writing portfolio that demonstrates mastery 
In keeping with the Kansai University of International Studies' Diploma Policy, this course 
will enable students to do the following: 
1. Can compose effective essays on one's own through the draft and revision process, 
thereby demonstrating intermediate-level self-initiative. 
2. Can devise essays that engage people from other cultures by using diverse rhetorical 
approaches and argumentative strategies, thereby demonstrating intermediate-level 
intercultural understanding. 
3. Can express opinions in English effectively through paragraph level writing, thereby 
demonstrating intermediate-level communication skills. 

19.教科書・教材 
Ready To Write 2: Perfecting Paragraphs (5th Edition) by Karen Blanchard and Christine 
Root. ISBN: 978-0-13-439932-4. Please purchase this as soon as possible. Available 
through Maruzen. 

20.参考文献  

21.成績評価 
Class Activities =20% 
Writing Portfolio= 30% 
Multi-Draft Essays = 50% 

22.コメント  
23.オフィスアワー Fridays during lunch 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

 Course syllabus, About Me, Microsoft Word 
About Me writing 
PC 

 Understanding Paragraphs 
About Me Reply 
PC 

 Organizing Information by Time order Topic Sentence 

 Organizing Information by Importance 
Paragraph Outline 
PC 

 Organizing Information by Spatial Order 
Drafting 
PC 

 Understanding the Writing Process Paragraph Outline 



PC 

 Supporting the Main Ideas Paragraph Outline 
PC 

 Explaining a Process 
Paragraph (Explanation) 
PC 

 Explaining a Process 2 
Paragraph (Explanation) 
PC 

 Writing Descriptions 
Paragraph 2 (Descriptions) 
PC 

 Writing Descriptions 2 Paragraph 2 (Descriptions) 
PC 

 Expressing Opinions, Paragraph 3 
Paragraph 3 (Opinions)  
PC 

 Expressing Opinions 2 
Paragraph 3 (Opinions)  
PC 

 Comparing Contrasting Paragraph 4 
Paragraph 4 (Comparing Contrasting) 
PC 

 Comparing Contrasting 2 Comparing Contrasting essay 
PC 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT115-
Y05 

2.科目名 ライティング総合１ L3（1/2）（聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 Patrick Shorb 

5.授業科目の区分  
6.必修・ 
選択の区分 

 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻  9.履修学年  
10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態  
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 
Refer to Syllabus for same course --WRT115-Y04 (Shorb). The information is the exact 
same. 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連  

19.教科書・教材  
20.参考文献  
21.成績評価  
22.コメント  
23.オフィスアワー  
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT116-
Y01 

2.科目名 ライティング総合２ L4 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤泰⽣ 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：まとまった考えや意見を論理的に記述するための英語の約束事を基本から学ぶ。 
概要：教科書に沿って英文の基本構造を確認し、そこから段落ごとに自分の考えをまとめ、
やがて短いエッセイを記せるようになるまでを練習をする。教科書の課題を授業及び課外学
習でこなし、教員との間のフィードバックを加えつつ、最終提出課題を完成させていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 自分の考えを自律的に表現するコミュニケーション能力を身に付ける。 
② 教員免許その他の英語資格を取得するための専門知識と技能を取得する。 
③ 英語文化圏における文化の多様性を理解する。 

19.教科書・教材 
『Writing Frontiers:英語で発想するライティング』（金星堂、2010）ISBN：978−4−7647
−3896 
補助教材は授業で適宜配布する。 

20.参考文献 Karen Blanchard ・Christine Root, Ready to Write 3 (Pearson, 2017) 

21.成績評価 

Routine regular essays (30 ％)    ーー学習目標①② 
Group work (30 ％)       ーー学習目標①② 
Final essay (40 ％)       ーー学習目標①②③ 
合算で 60％以上の得点を合格とする。 

22.コメント 
英文の「かたち」を理解するための反復練習が必要になるので、教科書以外に練習問題を随
時配布していきます。繰り返しが大切ですので、課外学習（宿題）を根気よくこなしてくだ
さい。 

23.オフィスアワー 毎週木曜 3 時限：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 Introducing Yourself （定義） 
In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 1. 

第 2 回 Writing a Story by Yourself（出来事や経験を語る） 
In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 2. 

第 3 回 Writing Your Own Recipe (手続きや手順の説明) In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 3. 

第 4 回 Different Varieties of English (パラグラフの書き方) 
In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 4. 

第 5 回 Describing Interesting People and Places (描写) 
In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 5. 

第 6 回 Expressing Your Feeling (例を挙げる) 
In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 6. 

第 7 回 
Introducing Your Hometown （プロセス・ライティ
ングを知る） 

In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 7. 

第 8 回 Studying More about the World (分類) In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 8. 



第 9 回 Why Are They So Popular (理由) 
In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 9. 

第 10 回 
Why Have Fast Food Shops Become Popular in 
Japan? (原因と結果) 

In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 10. 

第 11 回 Comparing Shogi and Chess (比較と対照) In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 11. 

第 12 回 
Things Can Be the Same; Things Can Be Different 
(パラグラフからエッセイへ) 

In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 12. 

第 13 回 Expressing Your Opinion（意見文） 
In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 13. 

第 14 回 
International Students at Various Universities（グラ
フ・統計の解釈） 

In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 14. 

第 15 回 Presenting Yourself（自己アピール） In-class exercises and assigned  tasks of 
the chapter 15. 



1.授業コード 
（ナンバリング） 

WRT116-
Y02 

2.科目名 ライティング総合２ L4 （聴講用） 3.単位数 2 

4.授業担当教員 遠藤泰⽣ 

5.授業科目の区分 専門基礎 
6.必修・ 
選択の区分 

必修 
7.開講学期・ 

年度 
2022 年度 春学期 

8.履修可能な専攻 
国際コミュニケーション学部 
英語コミュニケーション学科 9.履修学年 2 年〜 

10.取得資格の要件  11.先修条件  
12.研究室 ※ 13.電話番号 ※ 
14.E-Mail Address ※ 15.授業形態 演習、グループワーク 
16.履修制限  

17.授業の目的と概要 

目的：まとまった考えや意見を論理的に記述するための英語の約束事を基本から学ぶ。 
概要：教科書に沿って英文の基本構造を確認し、そこから段落ごとに自分の考えをまとめ、
やがて短いエッセイを記せるようになるまでを練習する。教科書の課題を授業および課外学
習でこなし、教員との間のフィードバックを加えつつ、最終提出課題を完成させていく。 

18.学習目標と 
 ＤＰとの関連 

① 自分の考えを自⽴的に表現するコミュニケーション能力を身に付ける。 
② 教員免許その他の英語資格を取得するための専門知識と技能を取得する。 
③ 英語文化圏における文化の多様性を理解する。 

19.教科書・教材 
『Writing Frontiers:英語で発想するライティング』（金星堂、2010）ISBN:978−4−7647−
3896 
補助教材は授業で適宜配布する。 

20.参考文献 Karen Blanchard / Christine Root, Ready to Write 3 (Pearson, 2017) 

21.成績評価 

Routine Regular Essays （30％）      学習目標①② 
Group Work   (30%)                             学習目標①② 
Final Essay  (40%)                               学習目標①②③  
合算で 60％以上の得点を合格とする。 

22.コメント 
英文の「かたち」を理解するための反復練習が必要になるので、教科書以外に練習問題を随
時配布します。繰り返しが大切ですので、課外学習（宿題）を根気よくこなしてください。 

23.オフィスアワー 毎週木曜 3 時限：研究室 
24.授業回数 25.授業内容 26.アサインメント(宿題など) 

第 1 回 Introducing  Yourself (定義) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 1. 

第 2 回 Writing a Story by Yourself (出来事や経験を語る) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 2. 

第 3 回 Writing Your Own Recipe （手続きや手順の説明） 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 3. 

第 4 回 
Different Varieties of English（パラグラフの書き
方） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 4. 

第 5 回 Describing Interesting People and Places (描写) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 5. 

第 6 回 Expressing Your Feeling (例を挙げる) In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 6. 

第 7 回 
Introducing Your Hometown (プロセス・ライティン
グを知る) 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 7. 

第 8 回 Studying More about the World（分類） 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 8. 

第 9 回 Why Are They So Popular（理由） In-class exercises and assigned tasks of 



the chapter 9. 

第 10 回 Why Have Fast Food Shops Become Popular in 
Japan ?（原因と結果） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 10. 

第 11 回 Comparing Shogi and Chess (比較と対照) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 11. 

第 12 回 
Things Can Be  the Same；Things Can Be 
Different （パラグラフからエッセイへ） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 12. 

第 13 回 Expressing Your Opinion (意見文) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 13. 

第 14 回 International Students at Various Universities（グラ
フ：統計の解釈） 

In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 14. 

第 15 回 Presenting Yourself (自己アピール) 
In-class exercises and assigned tasks of 
the chapter 15. 

 




