
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

全学共通 伊藤創 GLS105-Y51 日本事情 本講義では、政治、社会、文化、歴史、宗教、生活習慣、社会問題など様々な側面から、日

本を捉えることに よって、日本への理解を深めることを目的とする。また、その過程で、今

後、日本が、あるいは世界がどの ような方向に進んでいくべきかを議論し、論理的かつ柔軟

な思考を養う。 本授業は、英語と日本語の両方で行う。また時事的な問題を取り込むこと、

また留学生の国籍や人数によ って、比較すべき項目を柔軟にシフトしながら授業で扱う項目

を変更しつつ行っていくので、本シラバ スに記載されていない日本の側面を扱うこともあ

る。

2

全学共通 岡本久 CMP203-Y01 ICT活用B この科目では、コンピューターリテラシー（読み書きの能力）の、より高度な能力を身につ

けることを目的としています。特に、インターネットを介した情報のやり取りや、品質の高

いプレゼンテーションに欠かすことのできないWebページ構築技術（HTML言語などの理

解）および、画像・映像・音声などのマルチメディアコンテンツ制作に関する基礎力を習得

します。今日、スマートフォンなどで撮った写真や映像を発信するのは、専用のツールやア

プリを使えば簡単に行うことができます。しかし一歩進んだクオリティの高い情報・コンテ

ンツを発信するためには、インターネットの基本となるHTMLドキュメントやマルチメディ

アコンテンツについての基本的理解が必要不可欠です。逆にそれらの基礎力を身につけるこ

とで、様々なツールやアプリを効果的に利用し、よりくクオリティの高い情報・コンテンツ

を発信することができるようになります。

2

全学共通 山本昌宏 SVL101-Y71 サービスラーニングＡ 【目的】この科目は、社会問題化している特殊詐欺被害者の大半を占める高齢者に焦点を当

て、防犯寸劇を披露して被害防止に資することを目的とします。【概要】具体的には、以下

の内容に取り組むことで正常性バイヤスに苛まれる高齢者の心に響く防犯寸劇を制作して披

露し、防犯啓発に役立てる活動を行います。　①特殊詐欺の発生実態等を図書やWebにて把

握する　　②長田警察署担当官から被害の実態調査を行う　③高齢者の心に届く寸劇・紙芝

居等の制作を行う      　④長田公民館にて、寸劇等の実演を行う　⑤振り返りの実施（日々

の振り返りと総括の振り返りを行う）　⑥経験学習発表会への参加

1

全学共通 山本昌宏 SVL101-Y72 サービスラーニングＢ 【目的】この科目は、社会問題化している特殊詐欺被害者の大半を占める高齢者に焦点を当

て、防犯寸劇を披露して被害防止に資するとともに、「サービスラーニングＡ 高齢者を特殊

詐欺から守ろう」での学びを、更に深めることを目的にしています。【概要】具体的には、

以下の内容に取り組むことで正常性バイヤスに苛まれる高齢者の心に響く防犯寸劇を制作し

て披露し、防犯啓発に役立てる活動を主体的に行います。　①特殊詐欺の発生実態等を図書

やWebにて把握する　　②長田警察署担当官から被害の実態調査を行う　③高齢者の心に届

く寸劇・紙芝居等の制作を主体的に行う      　④長田公民館にて、寸劇等の実演を主体的に

行う　⑤振り返りの実施（日々の振り返りと総括の振り返りを行う）　⑥経験学習発表会へ

の主体的な参加

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

全学共通 小川知子、幸泉正子 SPS901-Y01 特別研究Ⅰ（手話中級） 目的：　ユニバーサル社会、共生社会を具体的に進める際に必要な言語コミュニケーション

ツール(日本手話)を身につける　　　概要： 授業は聴覚障害のある講師と聞こえる講師の２

名です。手話言語の基本的文法を学ぶとともに、手話単語の追加習得と会話場面を想定した

演習を行います。対象者に合った手話表現技術を身につけます。聴覚障害者の暮らしや文化

を学び、共生社会のあり方を考えます。

1

全学共通 小川知子、幸泉正子 SPS901-Y51 特別研究Ⅰ（手話基礎） 目的：　ユニバーサル社会、共生社会を具体的に進める際に必要な言語コミュニケーション

ツール(日本手話)を身につける。　　　概要： 授業は聴覚障害のある講師と聞こえる講師の

２名です。音声言語と手話の違いなど手話言語の基礎知識を学ぶとともに、手話の習得と会

話場面を想定した演習を行います。聴覚障害者の特性を理解し、聴覚障害者とのコミュニ

ケーション方法を考える。また、手話で話すことで手話言語の普及と手話言語の継承に欠か

せない手話をコミュニティの構築に繋げる。

1

全学共通 川脇康生、村田昌彦 GLS201-M81 グローバルスタディⅡ 本プログラムは、ウタラマレーシア大学（UUM）を拠点に、多国籍学生と共に、今後アジア

圏で求められるグローバルな防災対策についてリサーチを行い、それを踏まえた防災教育を

実践するものである。気候変動は、地球規模の安全保障及び経済の繁栄に脅威をもたらす最

も深刻な課題の一つと捉えられている。近年、わが国でも多くの台風被害が発生している

が、経済発展を続ける東南アジアの各都市においても気候変動に伴う洪水や干ばつ等の被害

が深刻度を増している。本プログラムではマレーシアの首都クアラルンプールおよび北部ク

ダ州を訪問し、洪水・干ばつ等の被害の現状と減災対策について学ぶとともに、日本におい

て展開されている減災対策等の技術も踏まえたうえで、現地の実情に応じた対策を考える。

とりわけ、本プログラムでは、調査や提案に留まることなく、安全・安心な地域づくりへの

具体的な取り組みとして、実際に現地の小学校を訪問し、子供たちに対して防災教育を実践

する予定である。

2

全学共通 村田昌彦 GLB302-M51 国際防災協力 　大災害発生時には、海外からの被災地支援が必要となる。本授業では、国際的な災害支援

の枠組みやシステム、さらに、わが国の具体的な国際支援や受援の実績などについて、実際

に国際防災協力関係の仕事を行っている実務家を授業に呼び、実体験に基づく話を聞き、国

際防災協力について体系的に学ぶ。

2

全学共通 村田昌彦 GLB302-y51 国際防災協力 　大災害発生時には、海外からの被災地支援が必要となる。本授業では、国際的な災害支援

の枠組みやシステム、さらに、わが国の具体的な国際支援や受援の実績などについて、実際

に国際防災協力関係の仕事を行っている実務家を授業に呼び、実体験に基づく話を聞き、国

際防災協力について体系的に学ぶ。

2

全学共通 村田昌彦 MNG305-M01 セーフティマネジメント論 具体的な各種の危機事案対応などを通じて、「地域防災減災論」で学んだ防災・減災につい

ての体系的な知識をさらに深め、災害をイメージする力をより高めることにより、様々な危

機に対する事前対策、予防、対応など、社会のいかなる分野においても有効となる安全・安

心を担保する力を身につける。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

全学共通 村田昌彦 MNG305-y01 セーフティマネジメント論 具体的な各種の危機事案対応などを通じて、「地域防災減災論」で学んだ防災・減災につい

ての体系的な知識をさらに深め、災害をイメージする力をより高めることにより、様々な危

機に対する事前対策、予防、対応など、社会のいかなる分野においても有効となる安全・安

心を担保する力を身につける。

2

全学共通 村田昌彦 REG305-M01 コミュニティ防災 大災害に際してきわめて重要となる自助・共助について、実際の災害事例などを通じて理解

し、地域コミュニティの一員として災害に事前に備え、災害発生時には迅速的確な対応を、

自ら率先して行える力を身につける。

2

全学共通 村田昌彦 REG305-y01 コミュニティ防災 大災害に際してきわめて重要となる自助・共助について、実際の災害事例などを通じて理解

し、地域コミュニティの一員として災害に事前に備え、災害発生時には迅速的確な対応を、

自ら率先して行える力を身につける。

2

全学共通 村田昌彦 REG306-M51 防災教育 【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】　大災害において企業に対す

る被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存続させるために必用となる、

災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去の災害における企業対応の成

功・失敗事例などから学ぶ。

2

全学共通 村田昌彦 REG306-y51 防災教育 【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】　大災害において企業に対す

る被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存続させるために必用となる、

災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去の災害における企業対応の成

功・失敗事例などから学ぶ。

2

全学共通 村田昌彦 RSM102-M81 地域防災減災論 　本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく生き抜くために必要と

なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発生時の対応などについて体系的に学

習する。 さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会を

提供し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す<防災士教本、防災士試験受験料、防

災士登録料（合計11,500円）の一部は、協力企業からの寄付金により補填され、自己負担金

は3,500円。　自己負担金は、講義開講日に必要書類に添えて納入すること(詳細は別途連絡

します)。　防災士試験に不合格でも受験しなくても自己負担金は返金しません>

2

全学共通 村田昌彦 RSM301-M51 企業危機管理論 【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】　大災害において企業に対す

る被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存続させるために必用となる、

災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去の災害における企業対応の成

功・失敗事例などから学ぶ。

2

全学共通 村田昌彦 RSM301-y51 企業危機管理論 【本授業では、企業防災を行うための防災教育を主眼とする】　大災害において企業に対す

る被害を最小限にとどめ、企業活動を迅速に再開し、企業を存続させるために必用となる、

災害への備え、災害後の対応についての知識や対処法を、過去の災害における企業対応の成

功・失敗事例などから学ぶ。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

全学共通 村田昌彦、田中綾子 CB0176-A81 地域防災減災論 　本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく生き抜くために必要と

なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発生時の対応などについて体系的に学

習する。 さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会を

提供し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す<防災士教本、防災士試験受験料、防

災士登録料（合計11,500円）の一部は、協力企業からの寄付金により補填され、自己負担金

は3,500円。　自己負担金は、講義開講日に必要書類に添えて納入すること(詳細は別途連絡

します)。　防災士試験に不合格でも受験しなくても自己負担金は返金しません>

2

全学共通 村田昌彦、田中綾子 RSM102-M01 地域防災減災論 　本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく生き抜くために必要と

なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発生時の対応などについて体系的に学

習する。  さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会

を提供し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す<防災士教本、防災士試験受験料、

防災士登録料（合計11,500円）の一部は、協力企業からの寄付金により補填され、自己負担

金は3,500円。自己負担金は、指定する期日(授業開始前)に必要書類に添えて納入すること。

なお、試験に不合格でも返金はしません>

2

全学共通 中嶌康二 CMP212-Y01 ICT活用（eラーニング） 「〇〇するためにICTを活?できる」こと（＝コンピュータ応?）を学びます。本科?では、

「〇〇＝教師としてeラーニングを運?」するために、クラウド版の LMS（Learning

Management System?Moodle）を使って仮想的に科?設定・教材設計を?い、受講?間で教

師・受講?となって運?する体験を通して、そのためのコンピュータ応?スキルの獲得を?指し

ます。

2

全学共通 天野義美 PED402-M51 特別活動の指導法 ［目的］　特別活動は、小・中・高・特別支援学校の教育課程に位置付く教育活動である。

従って、学校現場では、自己が担当する教科の如何に関わらず特別活動の指導にあたらなけ

ればならない。　当授業では、特別活動の目標、意義、内容や、指導方法の基本的なあり方

を理解することが目的である。［概要］  「人間形成の基本となる教育活動は特別活動であ

る」という視点から、特別活動の特質や意義、活動内容、指導方法などについて考察する。

一方的な講義に終始するのではなく、課題についての話し合いや具体的な実践事例を参考に

しながら、特別活動の大切さを追究する。

2

全学共通 天野義美 PED402-Y51 特別活動の指導法 ［目的］　特別活動は、小・中・高・特別支援学校の教育課程に位置付く教育活動である。

従って、学校現場では、自己が担当する教科の如何に関わらず特別活動の指導にあたらなけ

ればならない。　当授業では、特別活動の目標、意義、内容や、指導方法の基本的なあり方

を理解することが目的である。［概要］  「人間形成の基本となる教育活動は特別活動であ

る」という視点から、特別活動の特質や意義、活動内容、指導方法などについて考察する。

一方的な講義に終始するのではなく、課題についての話し合いや具体的な実践事例を参考に

しながら、特別活動の大切さを追究する。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

全学共通 田口健 FLE207-A01 実用英語A 訪日旅行客が増え続けるなか、日本国内の様々な観光地では、外国人観光客を目にすること

が多くなってきた。この授業では、日本国内の観光地を英語で説明する教科書を用い、知識

を得るのはもちろん、英語で日本の歴史や文化を説明できるようにすることを目的とする。

2

全学共通 田口健 FLE208-A51 実用英語B 海外旅行に出かけることを想定した「トラベル英会話」の教科書を使い、実際には、自身が

旅行に出かける際ではなく、外国人観光客が日本に旅行に来た際、もてなす側に立って、必

要なフレーズや単語、情報を会得し、英語で接遇するための自信をつける。

2

全学共通 田中綾子、村田昌彦 RSM102-A81 地域防災減災論 　本授業では、今後ますます頻発し巨大化する各種災害をたくましく生き抜くために必要と

なる災害に対する基礎的な知識、災害への備え、災害発生時の対応などについて体系的に学

習する。 さらに、履修者には、全国的に認知されている「防災士」の資格試験の受験機会を

提供し、履修者全員が「防災士」の資格取得を目指す<防災士教本、防災士試験受験料、防

災士登録料（合計11,500円）の一部は、協力企業からの寄付金により補填され、自己負担金

は3,500円。　自己負担金は、講義開講日に必要書類に添えて納入すること(詳細は別途連絡

します)。　防災士試験に不合格でも受験しなくても自己負担金は返金しません>

2

全学共通 百瀬和夫、松尾和宣 REG306-A51 防災教育 【目的】この科目は、学校園や施設等のセーフティ･マネージメントに関して理解し、防

災・防犯に関しての方策を具体的に提案できる力を身に付けることを目的とします。【概

要】〇通学途中や学校内で様々な被害や事故に遭遇する事件が頻発しているが、不審者の侵

入や校内での事故を防ぐために学校としてどのような安全対策を講じているかを検証する。

〇問題事案が起こった時に、解決策はどのようにすればよいか、最近の事例を基に防犯対策

などを検証する。〇学校という集団生活の場において災害や事故発生時の学校と自宅の保護

者との連携の取り方やその訓練方法など、地域の防災計画、そして、学校での事故等の対応

について検証する。〇教職員として、災害直後の具体的な動きを阪神淡路大震災、東北大震

災等の事例を基に検討する。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 岡修一 PED402-A01 特別活動の指導法 新学習指導要領の中で、小学校特別活動が改善された基本方針、具体的事項を知り、この教

育活動のめざしているものを確実に理解しておくことは大切である。また、各活動・学校行

事の改善のポイント・教育活動の内容・指導計画の作成・他の教育活動との関連等を具体的

に調べることから、特別活動の基本的な性格と教育的意義の理解を深めることをねらいとし

ている。さらに、今小学校現場で取り組まれている特別活動の情報を収集して、グループ

ワークなどから、具体的な活動計画の作成に取り組んでいきたい。　また、学校教育全体に

おける特別活動の意義を理解し、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点

や「チームとしての学校」の視点を持つと共に、学年の違いによる活動の変化、各教科等と

の往還的な関連、地域住民や他校の教職員と連携した組織的な対応等の特別活動の特質を踏

まえた指導に必要な知識や素養を身に付ける。

2

教育学部 教育福祉学科 岡修一 PED402-A03 特別活動の指導法（小） 新学習指導要領の中で、小学校特別活動が改善された基本方針、具体的事項を知り、この教

育活動のめざしているものを確実に理解しておくことは大切である。また、各活動・学校行

事の改善のポイント・教育活動の内容・指導計画の作成・他の教育活動との関連等を具体的

に調べることから、特別活動の基本的な性格と教育的意義の理解を深めることをねらいとし

ている。さらに、今小学校現場で取り組まれている特別活動の情報を収集して、グループ

ワークなどから、具体的な活動計画の作成に取り組んでいきたい。　また、学校教育全体に

おける特別活動の意義を理解し、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点

や「チームとしての学校」の視点を持つと共に、学年の違いによる活動の変化、各教科等と

の往還的な関連、地域住民や他校の教職員と連携した組織的な対応等の特別活動の特質を踏

まえた指導に必要な知識や素養を身に付ける。

2

教育学部 教育福祉学科 岡修一、小笠原侃、水本隆正 PED316-A04 小学校教育実習Ⅰ この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するものです。

【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場

で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって

体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解

を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知

識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小学校教師

養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や教師とし

ての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるものです。

2

教育学部 教育福祉学科 岡修一、小笠原侃、水本隆正 PED317-A04 小学校教育実習Ⅱ この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践するものです。

【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の実際の場

で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身をもって

体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわたって理解

を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての必要な知

識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小学校教師

養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や教師とし

ての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるものです。

2

6 / 77



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 下里里枝 EED203-A01 保育内容総論 １、保育所保育指針・幼稚園教育要領における「保育の目標」[育みたい資質・能力」「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」と「保育の内容」の関連を理解する。２、保育所保育指

針・幼稚園教育要領の各章のつながりを読み取り、保育の全体的な構造を理解する。３、子

どもの発達や生活を取り巻く社会的背景及び保育の内容の歴史的変遷等を踏まえ、保育の内

容の基本的な考え方を、子どもの発達や実態に即した具体的な保育の過程（計画・実践・記

録・省察・評価・改善）につなげて理解する。４、保育の多様な展開について具体的に理解

する。

1

教育学部 教育福祉学科 下里里枝 EED203-A02 保育内容総論 １、保育所保育指針・幼稚園教育要領における「保育の目標」[育みたい資質・能力」「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」と「保育の内容」の関連を理解する。２、保育所保育指

針・幼稚園教育要領の各章のつながりを読み取り、保育の全体的な構造を理解する。３、子

どもの発達や生活を取り巻く社会的背景及び保育の内容の歴史的変遷等を踏まえ、保育の内

容の基本的な考え方を、子どもの発達や実態に即した具体的な保育の過程（計画・実践・記

録・省察・評価・改善）につなげて理解する。４、保育の多様な展開について具体的に理解

する。

1

教育学部 教育福祉学科 下里里枝 EED307-A01 保育実習Ⅱ事前事後指導 １、保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に理解する。２、実習や既習の教

科目の内容や、その関連性を踏まえ、保育の実践力を習得する。３、保育の観察、記録及び

自己評価等を踏まえた保育の改善について、実践や事例を通して理解する。４、保育士の専

門性と職業倫理について理解する。５、実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を

行い、保育に対する課題や認識を明確にする。

1

教育学部 教育福祉学科 下里里枝 EED313-A51 乳児保育Ⅱ １．乳児保育の発育、発達の過程や特性を踏まえた生活や遊びの援助や関わりの基本的な考

え方について理解する。２．養護及び教育の一体性を踏まえ、乳児保育の方法及び環境構成

について、具体的に理解する。３、乳児保育における配慮の実際について、具体的に理解す

る。４、上記１～３を踏まえ、乳児保育における指導計画の作成について、具体的に理解す

る。　　　※「乳児保育」とは、３歳未満児を念頭においた保育を示す。

1

教育学部 教育福祉学科 下里里枝 EED313-A52 乳児保育Ⅱ １．乳児保育の発育、発達の過程や特性を踏まえた生活や遊びの援助や関わりの基本的な考

え方について理解する。２．養護及び教育の一体性を踏まえ、乳児保育の方法及び環境構成

について、具体的に理解する。３、乳児保育における配慮の実際について、具体的に理解す

る。４、上記１～３を踏まえ、乳児保育における指導計画の作成について、具体的に理解す

る。　　　※「乳児保育」とは、３歳未満児を念頭においた保育を示す。

1

教育学部 教育福祉学科 下里里枝、谷口一也 INT107-A02 インターンシップⅠ ・2年次からの「教育保育インターンシップⅡ」や、保育実習に備え、職場体験の基礎・基

本を学ぶ。・大学生活の課題や自分の適性について考える機会とする。・社会人としてのマ

ナー、法令遵守、守秘義務などについての理解をする。・保育現場における安心・安全につ

いて学び、実際に体験する。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 下里里枝、中西一彦、水本隆正、

三好徹明、百瀬和夫、吉田武大

INT212-A01 インターンシップⅡ 　【目的】　教育・保育現場における活動を中心として、教育現場への理解を深めることを

目指す。　【概要】　教育保育インターンシップⅡでは、教育現場における現状と課題を学

習する。一人ひとりが課題を　　持ち、多様な体験することを通して問題解決の糸口を探る

ことができれば、教育・保育実習につながる。　また、グループワークを通して情報の共有

を図り、研究を進めていくことにより、教育・保育現場理解という目的達成をより確かなも

のにする。　さらに毎回の活動記録を書くことや、担当教員の指導を受け、疑問や問題を解

決し、実践的能力が高まっていくことを目的とする。

2

教育学部 教育福祉学科 下里里枝、椋田善之 EED218-A01 保育実習Ⅰ事前事後指導① １　保育実習の意義・目的を理解する。２　実習の内容を理解し、自らの実習の課題を明確

にする。３　実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守

秘義務等について理解する。４　実習の計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容につい

て具体的に理解する。５　実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の

学習に向けた課題や目標を明確にする。

1

教育学部 教育福祉学科 下里里枝、椋田善之 EED218-A02 保育実習Ⅰ事前事後指導① １　保育実習の意義・目的を理解する。２　実習の内容を理解し、自らの実習の課題を明確

にする。３　実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守

秘義務等について理解する。４　実習の計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容につい

て具体的に理解する。５　実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の

学習に向けた課題や目標を明確にする。

1

教育学部 教育福祉学科 梶正義 SED202-A51 知的障害者の自立活動の理論と実際 知的障害のある幼児児童生徒が、自立と社会参加を目指し、障害による学習上又は生活上の

困難を主体的に改善しようとする力を身につけるための中心的な教育活動が「自立活動」で

ある。この講義では、特別支援教育の中核的領域であるこの自立活動について、具体的な内

容と方法を学ぶとともに、個別の指導計画の作成と活用について学ぶ。

2

教育学部 教育福祉学科 梶正義 SED304-A01 知的障害教育 　授業の前半では、知的障害のある子どもの示すさまざまな学習上の困難や行動上の問題な

どを応用行動分析学の視点からとらえ、さまざまな技法を適用した望ましい教育的支援の在

り方を講義する。具体的には、なぜ子どもがそのように行動するのかを環境との交互作用か

ら捉え、どのように観察し、どのようにアセスメントし、どのように指導していくのかにつ

いて述べる。　授業の後半では、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に関わ

り、その作成意義や手続の講義と演習を行う。具体的には、個別の指導計画に基づいた指導

プログラムの試作・発表・討議などを行う。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 梶正義 SED305-A01 肢体不自由教育 肢体不自由児（者）の正しい理解と認識を深めるとともに、肢体不自由教育の実態、教育課

程、指導内容・方法、自立活動、進路等について具体的な実践を学ぶこととする。肢体不自

由を主とした特別支援学校及び特別支援学級での教育の中核活動である授業を中心に、「個

別の指導計画」及び「個別の教育支援計画」、並びに評価と授業改善について学習する。さ

らに肢体不自由教育における特徴的な指導にっていて、身体の動き、感覚的アプローチ等の

実践的理論と指導における活用を理解する。それらの学習によって基本的な知識及び技能の

習得を目指し、肢体不自由のある子ども一人ひとりへの具体的な支援の手立てを考えてい

く。ライフステージそった様々な事象や現象について触れながら肢体不自由児の授業の進め

方、指導法等を理解し、将来の進路に向けた資質向上につながるようにする。

2

教育学部 教育福祉学科 梶正義 SED402-A01 重複障害教育総論 重複障害に関する基本的知識と重複障害のある幼児児童生徒への指導・支援に関する基本的

知識を身につける。特に、自立活動を中心とした重複障害等への指導についての理解を深め

る。この科目では、自閉症等の重度行動障害、肢体不自由等の重度重複障害について学ぶ。

特に、重複障害のある子どもの心と行動を理解するために、発達的観点と心理学的観点を基

本に置き、心理・生理・病理を解説し、教育的支援の実践的基礎を学ぶ。また、具体的なア

セスメントの方策や実践的な援助の仕方を学ぶことで、現場で役立つ理論と実践を身につけ

個別の指導計画の作成をする。

2

教育学部 教育福祉学科 梶正義、鳥居深雪、中尾繁樹 SED403-A01 教育実習(特別支援学校) 教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実際場面での研究と

指導力を高めることがねらいである。　そのため、教育実習にあたっては、その意義や目

的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばならない。　実習

事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみでなく、教師としてのあ

り方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。　教育実習は広い領域に渡って教

員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前事後指導の学習が実習だけでな

く、今後の進路に影響することもある重要な役割を担っているのが本科目の大きな特徴であ

る。

3

教育学部 教育福祉学科 吉田裕彦 SED203-A02 知的障害教育総論 【目的】この科目は、知的障害教育の概要と指導内容、指導方法について身に着けることが

できる。【概要】知的障害児の教育は、特別支援学校および小中学校の特別支援学級などで

行われ、その際さまざまな指導内容・方法・指導形態で行われている。本講義では、知的障

害の概念、定義、歴史などをまず解説する。そして、知的障害児の教育について、学習指導

要領や教育課程の編成に基づいた教科別・領域別の指導および領域・教科を合わせた指導

（日常生活の指導、生活単元学習、作業学習、遊びの指導）などを概説する。また、指導・

支援の核となる自立活動の考え方や個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成についても

説明する。　毎回、前回の講義の復習を行う。また、次回の講義内容を予告し、そのキー

ワードを示す。
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED223-A01 生活 【目的】この科目は、小学校生活科の目標を理解し、指導力の基礎を身に付けることを目的

とします【概要】〇小学校生活科の成立過程から、幼稚園･保育園所との接続の重要性につ

いて学ぶ〇生活科の単元の概要を捉える〇学習内容に応じた活動計画の作成・活動案を立案

する〇模擬授業やグループワークなどの体験を通して、授業の奥深さや面白さを体感する

2

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED224-A51 総合的な学習の時間の指導法（小） 【目的】この科目は、小学校総合的な学習成立の背景とその理念を捉え、探究的な活動につ

いて協議することを目的とします【概要】〇小学校総合的な学習の時間の基本理念（目標･

内容等）について学ぶ〇活動内容に応じたテーマ設定、活動計画、活動案の作成法について

学ぶ〇作成した活動案の検討･分析を通して、授業技術について学ぶ〇グループワーク、模

擬授業等の活動を通して、授業の奥深さ、面白さを体感する〇SDGｓをテーマにした教材開

発に取り組む

1

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED301-A01 初等社会科教育法 【目的】この科目は、小学校教師として社会科の目標を理解し、授業の基礎を身に付けるこ

とを目的とします。【概要】〇小学校社会科の基本理念（目標・特性等）について学ぶ。〇

学習内容に応じた指導計画の作成法。指導計画に基づく指導案の作成法。〇作成した指導案

の検討・分析などを通して、授業技術について学ぶ。〇模擬授業やグループワークなどの体

験を通して、授業の奥深さ、面白さを体感する。

2

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED304-A01 初等生活科教育法 【目的】この科目は、小学校教師として生活科の目標を理解し、指導法の基礎を身に付ける

ことを目的とします【概要】〇生活科の基本理念について理解する。〇生活科の学習指導に

必要な基礎知識や教育技術について学ぶ〇生活科の学習内容に応じた指導計画の作成法。指

導計画に基づく指導案の作成法について学ぶ〇作成した指導案の検討・分析などを通して、

授業技術について学ぶ〇発表活動やグループワークなどを通して、授業のおもしろさ難しさ

などの体験をする。

2

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED312-A01 社会Ⅰ 【目的】　この科目は、特に小学校３年・４年生の社会科教材について、「主体的・対話的

で深い学び」の視点で授業設計の基本を身に付けることを目的とします。【概要】〇学習指

導要領における小学校社会科教育の目標・内容等のねらいやポイントを理解しつつ社会科の

教育実践につなげる。　・小学校社会科教育の目標・内容と具体的な実践との比較研究　・

社会科教育における資料の活用を中心として学習スキルを検討・研究する　・発表活動、グ

ループワークなどの体験を通した指導法の研究

2

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED313-A51 社会Ⅱ 【目的】この科目は、特に小学校５年/６年生の単元についての教材研究を通して、小学校

社会科教育についての理解を深めることを目的とします【概要】〇社会Ⅰで学んだ小学校社

会科教育の目標・内容等のねらいやポイントなどの理解を深め、社会科の教育実践力向上を

めざす。　○小学校社会科教育の目標・内容と具体的な実践との比較研究　○社会科教育に

おける資料の活用を中心とした学習スキルを検討・研究する　○発表活動、グループワーク

などの体験を通した指導法の研究

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED316-A01 小学校教育実習Ⅰ 【目的】　この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践する

ものです。【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の

実際の場で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身

をもって体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわ

たって理解を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての

必要な知識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小

学校教師養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や

教師としての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるもので

す。

2

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED317-A01 小学校教育実習Ⅱ 【目的】　この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践する

ものです。【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の

実際の場で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身

をもって体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわ

たって理解を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての

必要な知識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小

学校教師養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や

教師としての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるもので

す。

2

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣 PED318-A02 教育実習事前事後指導 【目的】　　この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを

目的とします。【概要】　教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、

教育の実際場面での研究と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあ

たっては、その意義や目的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解してお

かねばならない。さらに、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければなら

ないルールや守らなければならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。

それらを総じて、実習事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみで

なく、教師としてのあり方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。　教育実習

は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前事後指導の

学習が実習だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担っているのが本科

目の大きな特徴である。

1

教育学部 教育福祉学科 松尾和宣、岡修一、中尾繁樹、百

瀬和夫

PED403-A51 教職実践演習（小） ○学習指導について、模擬授業、ロールプレイ、授業参観、学習指導案研究等により授業力

を高める。○学級経営において、現職教員の講話、実践事例研究、グループによる演習等に

より指導実践力を高める。○学校の服務、校務分掌などの実際について知り、社会性を身に

付ける。○特別支援などの知見から、子ども理解・指導理解を深め、対人関係能力（対応

力）を高める。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 松本恵美子 EED202-A01 社会的養護 　近年、児童を取り巻く社会環境は大きく変化し、児童が安心して暮らせるものではなく

なってきている。子供の貧困、児童虐待等、明らかに子どもの人権が侵害されている実態が

毎日のようにニュースとして伝わって来る。このように、社会によって守られるべき（養護

されるべき）子どもの実態は大きく変化し、従って、その支援に求められるものも変わりつ

つある。　このような状況に対して、私たちに何ができるのかを考えるために、社会が児童

の人権と命を守るために行ってきたことの歴史や法・制度について学びぶことで会的養護と

は何かについて学ぶ。そして、社会的養護を担う保育士に求められる専門性や支援のあり方

について学び、専門職としての資質を高める。

2

教育学部 教育福祉学科 松本恵美子、森田健、吉村啓子 EED310-A02 保育実習Ⅲ ①さまざまな種類の施設の子ども達の抱える問題と、その生活を知り、理解をする。②さま

ざまな種類の施設の果たしている役割を理解する。③施設の子ども達の支援の方法を学び、

一人一人の子どもに合わせたコミュニケーションの取り方を学ぶ。④施設職員の仕事内容を

知り、保育士の専門性について学ぶ

2

教育学部 教育福祉学科 上原昭三 PED212-A01 算数Ⅰ ＜授業の目的＞小学生に興味深い算数指導を行うために、算数科の具体的な内容（教材）に

ついて理解を深め、必要な知識や考え方を身につけることを目的としています。＜授業の概

要＞この科目では、授業の目的を達成するため、講義、演習を通して次の①～④を行いま

す。①算数指導を行うという視点で、算数の内容（知識や概念）について、改めて調べたり

考察したりする。②児童に興味を持たせ、算数授業を深めるための算数・数学に関する知識

や理論について学ぶ。③算数で子どもが「つまずきやすい事柄」について、調べたり考察し

たりする。④児童が算数を好きになることを目指した教材を作成する。

2

教育学部 教育福祉学科 上原昭三 PED302-A01 初等算数科教育法 ＜授業の概要＞小学校で実際に算数の授業を行うこと（教育実習含む）を念頭に置いて、そ

れに必要な知識・技能・考え方について、学習指導要領等を踏まえて理論的に学ぶととも

に、模擬授業づくりなどのグループワークや演習を通して実践的に磨いていく。　 ＜授業の

目的＞算数科における教育目標、目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された学習

内容について背景となる数学の理論や法則と関連させて理解を深めるともに算数教育の理論

をはじめとしたさまざまな学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を

行う方法を身に付ける。

2

教育学部 教育福祉学科 上原昭三 PED309-A51 道徳教育の指導法 ＜授業の目的＞学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科の目標や

内容、指導計画等について理解を深めるとともに、道徳教育に関する実践的な指導力を身に

付ける。＜授業の概要＞　①学習指導要領解説などの記述を基に、講義や演習を通して、道

徳の意義や原理等について理解を深め、道徳科の目標や内容、指導計画等について学ぶ。②

学んだ知識・技能を活用して、教材研究や学習指導案の作成、模擬授業を行う。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 上原昭三 PED309-A52 道徳教育の指導法 ＜授業の目的＞学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科の目標や

内容、指導計画等について理解を深めるとともに、道徳教育に関する実践的な指導力を身に

付ける。＜授業の概要＞　①学習指導要領解説などの記述を基に、講義や演習を通して、道

徳の意義や原理等について理解を深め、道徳科の目標や内容、指導計画等について学ぶ。②

学んだ知識・技能を活用して、教材研究や学習指導案の作成、模擬授業を行う。

2

教育学部 教育福祉学科 上原昭三 PED319-A51 算数Ⅱ   興味深い算数指導を行うことを念頭に、算数Ⅰでの学修を１歩進めた、知識・技能・考え

方を身につけることをめざし、以下のことを行う。  ・教員採用選考試験で出題された数学

の問題演習を通じて算数・数学的な知識および考え方を深める。  ・実践事例を参照しなが

ら、（子どもたちの）日常事象や身近にある素材を活かした教材（教具）づくりの考    え方

や方法について学ぶ。  ・自らのアイディアを生かし，子どもの算数概念を形成する教材

（教具）を作成する。  ・自ら開発した教材（教具）について，ワークショップを実施し，

考えを交流する。

2

教育学部 教育福祉学科 上原昭三、三好徹明 INT107-A01 インターンシップⅠ 授業の概要　小学校の教育現場において、夏学期中（主に９月）に、各職場の通常業務を体

験する。また、それに向けての事前学習および事後学習（体験の振り返り、発表など）を行

う。具体的な内容は以下の通り。・小学校でのインターンシップの目的、ねらい、内容を学

びます。・夏学期に行う「インターンシップⅠ」に向けての準備と予備知識の獲得を目指し

ます。・小学校の概要と、そこでの１日の生活内容、教師としての仕事の内容を学びます・

２年次からの「教育保育インターンシップⅡ」や教育実習（３年次）に備え、職場体験の基

礎・基本を学びます。・社会人としてのマナー、法令遵守、守秘義務などについての理解を

深めます。・夏学期に行う「インターンシップⅠ」に向けての準備と予備知識の獲得を目指

します。・インターンシップの振り返りを行い、課題を見出すことでそれからの学内での学

びに活かします。　授業の目的　目的意識を持ち、学内での科目と関連させ小学校で職場体

験を行うことにより、教員に必要な実践的能力を高めるとともに、自らの社会性や人間性を

培う。

2

教育学部 教育福祉学科 水本隆正 PED318-A04 教育実習事前事後指導 【目的】この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを目的

とします【概略】教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、教育の実

際場面での研究と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあたっては、

その意義や目的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解しておかねばなら

ない。さらに、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければならないルール

や守らなければならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。それらを総

じて、実習事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみでなく、教師

としてのあり方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。　教育実習は広い領域

に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前事後指導の学習が実習

だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担っているのが本科目の大きな

特徴である。

1
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 菅澤順子 EED214-A01 障害児保育Ⅰ この科目をなぜ今なのか子どもが育つ、生きるうえで大変難しい時代になっている。おとな

の子育ての力が弱くなってきている現代において、育ちについておとなの寄り添いについ

て、子どもの力を引き出すにはなどを考えていく概要　進め方毎回テーマを設定する　それ

に基づき講師の話を聞く　理解を広げるために映像も活用　　自身の理解、他者の思いなど

考えの広がりを意識する

1

教育学部 教育福祉学科 菅澤順子 EED214-A02 障害児保育Ⅰ 目的　　この科目をなぜ今なのか子どもが育つ、生きるうえで大変難しい時代になってい

る。おとなの子育ての力が弱くなってきている現代において、育ちについておとなの寄り添

いについて、子どもの力を引き出すにはなどを考えていく概要　進め方毎回テーマを設定す

る　それに基づき講師の話を聞く　理解を広げるために映像も活用　　自身の理解、他者の

思いなど考えの広がりを意識する

1

教育学部 教育福祉学科 菅澤順子 EED215-A51 障害児保育Ⅱ 目的　　この科目をなぜ今なのか子どもが育つ、生きるうえで大変難しい時代になってい

る。おとなの子育ての力が弱くなってきている現代において、育ちについておとなの寄り添

いについて、子どもの力を引き出すにはなどを考えていく概要　進め方毎回テーマを設定す

る　それに基づき講師の話を聞く　理解を広げるために映像も活用　　自身の理解、他者の

思いなど考えの広がりを意識する

1

教育学部 教育福祉学科 菅澤順子 EED215-A52 障害児保育Ⅱ 目的　　この科目をなぜ今なのか子どもが育つ、生きるうえで大変難しい時代になってい

る。おとなの子育ての力が弱くなってきている現代において、育ちについておとなの寄り添

いについて、子どもの力を引き出すにはなどを考えていく概要　進め方毎回テーマを設定す

る　それに基づき講師の話を聞く　理解を広げるために映像も活用　　自身の理解、他者の

思いなど考えの広がりを意識する

1

教育学部 教育福祉学科 川端　英樹 SWK304-A51 更生保護制度 【目的】社会福祉の専門職として活動する際に必要な更生保護制度についての知識を習得す

るとともに、実際に展開されている更生保護の諸活動の要点・特色についても理解すること

を目的とします。　【概要】近年、更生保護制度の下で活動する社会福祉士や精神保健福祉

士が増えており、また、社会福祉従事者と保護観察官や保護司などの更生保護従事者とが連

携して活動する機会も増えています。　一方、更生保護制度は、過去に非行があった少年や

罪を犯した成人が、立ち直って、社会の一員として復帰することを助ける制度であり、安

全・安心の社会づくりの一翼を担うものです。　この科目では、実際に展開されている更生

保護の諸活動に即しながら、社会福祉士の資格を取得しようとする学生を中心としつつも広

く福祉学専攻の学生に対して、教養として知っておくべき更生保護の基礎について解説しま

す。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 大西洋史 EED208-A01 保育内容・表現Ⅰ 本科目では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領

における領域「表現」について考察し、幼児の未分化な表現とその指導についての理解 を深

めます。本授業では特に、幼児の造形について取り扱い、幼児の造形作品を鑑賞したり、幼

児の造形に関する研究に触れたりすることを通して幼児理解を進めるとともに、幼児と造形

の関わり及びその活動 の意義を学び、併せて基礎的指導力を養います。また描いたり、つ

くったり、みたりする活動を通して、互 いの「違い」の面白さに気づき、色や形を介しての

コミュニケーションの意義を認識します。それに加えて、その過 程を通して自ら創造する喜

びを味わい、保育者に必要とされる豊かな感性を自己の中に育てます。

1

教育学部 教育福祉学科 大西洋史 EED208-A02 保育内容・表現Ⅰ 本科目では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針及び幼稚園教育要領

における領域「表現」について考察し、幼児の未分化な表現とその指導についての理解 を深

めます。本授業では特に、幼児の造形について取り扱い、幼児の造形作品を鑑賞したり、幼

児の造形に関する研究に触れたりすることを通して幼児理解を進めるとともに、幼児と造形

の関わり及びその活動 の意義を学び、併せて基礎的指導力を養います。また描いたり、つ

くったり、みたりする活動を通して、互 いの「違い」の面白さに気づき、色や形を介しての

コミュニケーションの意義を認識します。それに加えて、その過 程を通して自ら創造する喜

びを味わい、保育者に必要とされる豊かな感性を自己の中に育てます。

1

教育学部 教育福祉学科 大西洋史 EPE403-A51 造形Ⅱ 本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成長と表

現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や

価値についての認識を深めます。その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自

発的・主体的な学習を保障しながら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実

践的力量の形成をはかります。受講生の希望も取り入れながら様々な造形活動に取り組みま

す。その活動を通して造形教育の理念と方法を理解し、授業を計画実施できる能力を養いま

す。

1

教育学部 教育福祉学科 大西洋史 PED203-A51 初等図画工作科教育法 本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成長と表

現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や

価値についての認識を深めます。その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自

発的・主体的な学習を保障しながら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実

践的力量の形成をはかります。

2

教育学部 教育福祉学科 大西洋史 PED209-A01 図画工作Ⅰ 本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成長と表

現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や

価値についての認識を深めます。その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自

発的・主体的な学習を保障しながら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実

践的力量の形成をはかります。特に、「造形遊び」、「絵や立体にあらわす」領域の題材に

ついて、製作を通して指導のポイントなどの理解を深め、授業を計画実施できる能力を養い

ます。

1
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 大西洋史 PED210-A51 図画工作Ⅱ 本科目では、図画工作科の「目標」「指導内容」「指導方法」「評価」を子どもの成長と表

現・製作の発達といった観点や美術教育の歴史的変遷などから捉え直し，この教科の意味や

価値についての認識を深めます。その上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自

発的・主体的な学習を保障しながら授業を展開する力など，図画工作科に関する理論的・実

践的力量の形成をはかります。特に、「工作にあらわす」、「鑑賞」領域の題材について、

製作や活動を通して指導のポイントなどの理解を深め、授業を計画実施できる能力を養いま

す。

1

教育学部 教育福祉学科 大西洋史、下里里枝、椋田善之、

吉田武大

EED403-A51 教職実践演習（幼） 【目的】この授業では、幼稚園・保育に関する自己課題に気付き、気付いた自己課題の改善

を図るとともに、保育実践力を高めることを目的としています。【概要】「教職実践演習

（幼）」は、幼稚園教員免許、保育士資格の取得にとって必須の科目です。本科目では、教

員・保育者として求められる、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、②社会性や

対人関係能力に関する事項、③こども理解やクラス運営等に関する事項、④保育内容等の指

導力に関する事項について、総合的・横断的に学ぶと共に、実践について最終的な確認を行

うことになります。将来的に教育・保育に携わる際に有用な学修となります。

2

教育学部 教育福祉学科 大平誠也 EPE101-A01 体育指導Ⅰ 仲間との協同学修を通して、各種目の運動技能を高めるとともに、小学校における楽しい体

育学習のあり方について実践的に学修し、不安感を改善する。・ボール運動プログラム・体

つくり運動プログラム（主として縄を使って）・陸上運動プログラム小学校の体育指導の問

題点は、低学年の指導にあることから想定される課題解決に取り組む。

1

教育学部 教育福祉学科 大平誠也 EPE101-A02 体育指導Ⅰ 仲間との協同学修を通して、各種目の運動技能を高めるとともに、小学校における楽しい体

育学習のあり方について実践的に学修し、不安感を改善する。・ボール運動プログラム・体

つくり運動プログラム（主として縄を使って）・陸上運動プログラム小学校の体育指導の問

題点は、低学年の指導にあることから想定される課題解決に取り組む。

1

教育学部 教育福祉学科 大平誠也 PED205-A51 初等体育科教育法 　小学校における体育科の各運動領域の特性やねらいを理解し、学年や発達に応じた指導計

画を作成する力を育成し、学習指導案作成を通して教材研究し、授業を創造的に展開してい

ける力を養成する。　その際、運動が持つ特性を理解し、児童が運動それぞれが持つ固有の

楽しさに触れることができるような学習活動を展開する。

2

教育学部 教育福祉学科 大平誠也 PED205-A52 初等体育科教育法 　小学校における体育科の各運動領域の特性やねらいを理解し、学年や発達に応じた指導計

画を作成する力を育成し、学習指導案作成を通して教材研究し、授業を創造的に展開してい

ける力を養成する。　その際、運動が持つ特性を理解し、児童が運動それぞれが持つ固有の

楽しさに触れることができるような学習活動を展開する。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 大平誠也 PED316-A03 小学校教育実習Ⅰ 【目的】　この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践する

ものです。【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の

実際の場で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身

をもって体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわ

たって理解を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての

必要な知識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小

学校教師養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や

教師としての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるもので

す。

2

教育学部 教育福祉学科 大平誠也 PED317-A03 小学校教育実習Ⅱ 【目的】　この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践する

ものです。【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の

実際の場で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身

をもって体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわ

たって理解を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての

必要な知識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小

学校教師養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や

教師としての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるもので

す。

2

教育学部 教育福祉学科 大平誠也 PED318-A01 教育実習事前事後指導 【目的】　　この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを

目的とします。【概要】　教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、

教育の実際場面での研究と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあ

たっては、その意義や目的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解してお

かねばならない。さらに、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければなら

ないルールや守らなければならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。

それらを総じて、実習事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみで

なく、教師としてのあり方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。　教育実習

は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前事後指導の

学習が実習だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担っているのが本科

目の大きな特徴である。

1

教育学部 教育福祉学科 中西一彦 EED217-A51 言語表現技術 ［目的］　幼児期言語の特徴を理解し、言語表現技術の具体的展開のための技術を習得する

ことをめざす。［概要］　言語表現の基礎基本として「聞く・話す、読む、書く」を位置づ

けることができる。　幼児期においては、ことば獲得段階として「話す・聞く・演じる」こ

とへの興味・関心が高まることを学ぶ。　幼児期に積極的かつ意欲的な態度を身につけるに

は、周囲にいる大人の関わり方が大きく影響することを学ぶ。

1
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 中西一彦 EED217-A52 言語表現技術 ［目的］　幼児期言語の特徴を理解し、言語表現技術の具体的展開のための技術を習得する

ことをめざす。［概要］　言語表現の基礎基本として「聞く・話す、読む、書く」を位置づ

けることができる。　幼児期においては、ことば獲得段階として「話す・聞く・演じる」こ

とへの興味・関心が高まることを学ぶ。　幼児期に積極的かつ意欲的な態度を身につけるに

は、周囲にいる大人の関わり方が大きく影響することを学ぶ。

1

教育学部 教育福祉学科 中西一彦 PED103-A01 国語Ⅰ ［目的］　基礎的な国語力を高めることをめざす。［概要］　　新聞と読書を中心に「言葉

を育てる」ことを学ぶ。　教育現場において行われる「聞く・話す、読む、書く」という言

語活動について、文献や事例をもとに学ぶ.。　読書タイムや書取テスト、スピーチの実践を

通して、国語の知識と技能について学ぶ。

2

教育学部 教育福祉学科 中西一彦 PED103-A02 国語Ⅰ ［目的］　基礎的な国語力を高めることをめざす。［概要］　　新聞と読書を中心に「言葉

を育てる」ことを学ぶ。　教育現場において行われる「聞く・話す、読む、書く」という言

語活動について、文献や事例をもとに学ぶ.。　読書タイムや書取テスト、スピーチの実践を

通して、国語の知識と技能について学ぶ。

2

教育学部 教育福祉学科 中西一彦 PED201-A51 初等国語科教育法 ［目的］　授業を作るためのプロセスと意義を理解し、実践することをめざす。［概要］

・講義とグループワークを中心とする授業を通して、国語科教育の実際を知り、現状におけ

る課題を浮き彫りにし、これからの国語科教育の歩むべき方向を知る。　・授業を作ること

において必要な教師の国語力とはいかなるものかを明らかにする。

2

教育学部 教育福祉学科 中西一彦 PED211-A51 国語Ⅱ ［目的］　「聞く・話す、読む、書く」の基礎的技能のレベル向上を図り、国語力の伸長を

めざす。　[概要］　大村はまの実践から「教えるということ」の本質を探ることを第一義と

する。

2

教育学部 教育福祉学科 中西一彦、上原昭三、松尾和宣、

吉田武大

PED222-A01 板書技術 ［目的］　教育実習に向かう実践力を身につけることをめざす。［概要］　教育現場におい

て、黒板・電子黒板の活用は必要不可欠である。子供たちの学習指導を支援するのは、効果

的な板書である。そこで、黒板の効果的な書き方、電子黒板の使い方を伝授する

2

教育学部 教育福祉学科 中尾繁樹 SED201-A51 障害者教育総論 障害児（者）の正しい理解と認識を深めるとともに、特殊教育から特別支援教育への移行を

学習していく。平成１９年度から始まった特別支援教育は、これまでの「場の教育」から｢

機会の教育｣へと内容が変化している。その基本的な理念と内容について学ぶことで、特別

支援教育の今日的課題を考察していきたい。　それらの学習によって基本的な知識及び技能

の習得を目指し、障害のある子ども一人ひとりへの具体的な支援の手立てを考えていく。障

害児（者）の問題は、人間発達の問題であり、全ての教育の基本になるものである。教職を

目指すもの全てに必要な内容であり人としての人間観を育むことで、将来の進路に向けた資

質向上につながるようにする。

2

18 / 77



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 中尾繁樹 SED204-A01 肢体不自由教育総論 <概要>肢体不自由児（者）の正しい理解と認識を深めるとともに、肢体不自由教育の歴史や

学習指導要領の変遷をたどりながら、主に肢体不自由教育の全般的な理解について学習す

る。肢体不自由を主とした特別支援学校及び特別支援学級での指導の実際を学習する中で、

特別な教育内容、領域教科を合わせた指導（遊びの指導、生活単元学習、作業学習、日常生

活の指導）の授業、自立活動、教科の授業等について理解する。さらに「個別の指導計画」

及び「個別の教育支援計画」について、その基本的考え方や策定方法も理解する。(目的)以

上の学習によって基本的な知識及び技能の習得を目指し、肢体不自由のある子ども一人ひと

りへの具体的な支援の手立てを考えていく。ライフステージそった様々な事象や現象につい

て触れながら肢体不自由児の教育課程、心理、生理及び指導法を理解し、将来の進路に向け

た資質向上につながるようにする。

2

教育学部 教育福祉学科 道中　隆 SWK104-A01 社会保障論 　先進諸国は社会保障制度を充実させ福祉国家の充実を目指してきた。わが国においては70

年代に始まるオイルショックや財政赤字の増大によって、「大きな政府」から「小さな政

府」への転換ベクトルの動きを加速させ「福祉国家の危機」と言われてから久しい。国家が

国民生活のすべてを担うには限界があり財政負担に耐え切れなくなっている。   日本の社会

保障は大きな転換期を迎え、家族、雇用、人口減少といった激動の波を受けようとしてい

る。近代から現代へ社会保障制度がなぜ生まれ、どのような変遷を経て、現在どのような困

難に直面し、政策課題を抱えているのか生活上の安全や多様性について専門領域から論理的

に理解できるようにする。　具体的には、近代社会、グローバル化した循環型市場経済の中

の雇用の劣化とセーフティネットの綻び、超高齢社会での日本の社会保障制度(年金保険、医

療保険、介護保険、民間保険、公的施策、社会保障の実施体制、専門職)、各国の社会保障制

度を鳥瞰しつつ、今後の日本のセーフティネットのあり方について理解する。

4

教育学部 教育福祉学科 道中　隆 SWK203-A51 公的扶助論    世界同時不況以降の経済、雇用情勢の悪化により生活保護(公的扶助)の様相は一変した。

雇用のビックバンや保険原理を中心とする年金・医療・介護等の一次的セーフティネットの

ほころびが顕在化し安心社会に警鐘がならされている。循環型市場経済のもとで、規制緩和

等が推し進められ、終身雇用制や年功序列の賃金体系は崩壊した。コロナ禍において、多様

化した柔軟型雇用、非正規雇用や派遣労働な推し進められ「働き方」「働かせ方」のあり方

が問われている。   貧困の格差が拡大する中、働いても生活が困難なボーダーライン層や

ワーキングプアが最後のセーフティネットである生活保護に参入し生活保護受給者が増加し

ている。救貧機能の二次的セーフティネットの役割を生活保護が担っている。生活保護のし

くみを理解するとともに、急増する保護動向による自治体財政、自立支援のあり方、保護の

実地体制などの影響や課題について議論したい。適宜、社会事象をとりあげ生活困窮世帯の

自立支援について、政策的課題として認識を深める。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 百瀬和夫 PED316-A02 小学校教育実習Ⅰ 【目的】　この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践する

ものです。【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の

実際の場で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身

をもって体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわ

たって理解を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての

必要な知識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小

学校教師養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や

教師としての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるもので

す。

2

教育学部 教育福祉学科 百瀬和夫 PED317-A02 小学校教育実習Ⅱ 【目的】　この科目は、小学校教員になるにあたって実際の教育活動を直に体験･実践する

ものです。【概要】　教育実習は、将来教師になろうとする人が、一定の期間、学校教育の

実際の場で、経験豊富な教師の指導を受けながら、児童と直接交流し、実際の教育活動を身

をもって体験、実践するものです。　実習において、小学校の校務や教科指導等全般にわ

たって理解を深め、教師の生き方や指導する姿に具体的に触れる機会であり、教師としての

必要な知識、指導技術、姿勢・態度等を身に付けるための重要な役割を持っています。　小

学校教師養成のための教育実習は、特に重要な位置を占めており、そこで学んだ学習技術や

教師としての姿勢・態度などは、これからの大学での学習にも大きな影響を与えるもので

す。

2

教育学部 教育福祉学科 百瀬和夫 PED318-A03 教育実習事前事後指導 【目的】　　この科目は、小学校教師として教育現場での研究と指導力を身に付けることを

目的とします。【概要】　教育実習は、教職資格を取得するための必須の専門科目であり、

教育の実際場面での研究と指導力を高めることがねらいである。そのため、教育実習にあ

たっては、その意義や目的、教育指導上基本となる事項等について正しく、深く理解してお

かねばならない。さらに、人間を育てていくという学校教育の場で知っておかなければなら

ないルールや守らなければならない規律・規則など事前に学んでおくべきことが多くある。

それらを総じて、実習事前事後指導は、教育実習で学ばなければならない事項の学習のみで

なく、教師としてのあり方、姿勢も含め、きわめて重要な学習であるといえる。　教育実習

は広い領域に渡って教員としての全てを学び取ろうとするものであるので、事前事後指導の

学習が実習だけでなく、今後の進路に影響することもある重要な役割を担っているのが本科

目の大きな特徴である。

1

教育学部 教育福祉学科 百瀬和夫 PED403-A52 教職実践演習（小） ○学習指導について、模擬授業、ロールプレイ、授業参観、学習指導案研究等により授業力

を高める。○学級経営において、現職教員の講話、実践事例研究、グループによる演習等に

より指導実践力を高める。○学校の服務、校務分掌などの実際について知り、社会性を身に

付ける。○特別支援などの知見から、子ども理解・指導理解を深め、対人関係能力（対応

力）を高める。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

教育学部 教育福祉学科 百瀬和夫、上原昭三、松本恵美

子、吉田武大

CRE201-A01 仕事とキャリア形成Ⅰ 【目的】みなさんの視野をひろげたり、視点を変えたり、様々な角度から社会や会社、仕事

のことを見ていきます。その中で、自分の特性・価値観などに気づき、その特性・価値観を

生かせる職業は何か、その仕事をするためには今後どのような知識や技能を身につけなけれ

ばならないのかを考え、短期的・中期的な計画を作成できるようにします。【概要】この授

業では個人ワークやグループワークを用いて、職業や仕事に関する知識を広げていくととも

に、自分の性格や価値観を客観的に把握して将来のキャリア像を考え、具体的な計画を立て

ていきます。

2

教育学部 教育福祉学科 椋田善之 EED403-A52 教職実践演習（幼） 「教職実践演習（幼）」は、幼稚園教員免許、保育士資格の取得にとって必須の科目です。

本科目では、教員・保育者として求められる、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事

項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③こども理解やクラス運営等に関する事項、④

保育内容等の指導力に関する事項について、総合的・横断的に学ぶと共に、実践について最

終的な確認を行うことになります。将来的に教育・保育に携わる際に有用な学修となりま

す。

2

教育学部 教育福祉学科 椋田善之、下里里枝 EED312-A55 幼稚園教育実習事前事後指導 　これまで学んできた幼児教育にかかわる専門的知識や技能を基礎に、実習という実践現場

で総合的に能力が発揮できるための準備を進めていく。また、何のために幼稚園教育実習に

いくのか、実習先はどのような所なのか、実習はどのようなことをするのかなどを理解さ

せ、実習を効果的に行うための動機付けを行う。　実習に必要な社会人としてのマナーの自

覚や意識化、実習園でのオリエンテーションの持ち方、事務的な手続きについても具体的に

指導を行う。　事後指導は、実習体験をどのように捉えているか、実習の学びを考えさせ

る。実習日誌や実習園の評価を基に振り返り、次回の実習に活かせるよう新たな課題につい

て学び、発揮できるようにする。※これからの社会で求められる人材を育成していくため、

本授業では、ICTを活用した保育の展開方法の検討や、DX教材の360度カメラを用いた、振

り返りを実施します。

1

教育学部 教育福祉学科

合計

127
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

伊藤創 JPE101-Y01 日本語の構造Ⅰ 本講義では、普段ほとんど意識した事のないであろう日本語のシステムを、様々な観点から

捉え直すこ とによって、日本語(ひいては言語そのもの)に対する知識を深め、また柔軟で論

理的な思考を養うこと を目的とする。特に、日本語が話せない外国人の視点から見た日本語

とはどのようなものなのか、つまり 「外国語としての日本語」の特徴を掴えていく。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

伊藤創 JPE201-Y01 日本語教育事情 本講義では以下の項目を学ぶ。 ■日本語がどのように教えられているのか、あるいは教えら

れてきたのか、日本語教育の現在の状況と 歴史について学ぶ。 ■現在の日本にいる留学生

や外国人労働者がどのような状況にあるのか、その実情と彼らが(ひいては 日本が)抱える課

題について学ぶ。 ■上記と関連して、そもそも、どのようにして日本語が今のような形に

なったのか、その成り立ちや日本 語位置づけなどについても学ぶ。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

越山泰子 JPE202-Y51 日本語コミュニケーション この授業では、日本語を外国語として効果的に指導するために、日本語を取り巻く社会的言

語活動やコミュニケーションの方法について学習します。講義を通して様々な言語研究を参

照し、言語使用とコミュニケーションについての基礎知識を用いながらグループワークを通

して日本語の特徴について客観的に考え、身近な「日本語らしい」言語現象について解明し

ていきます。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

越山泰子 JPE303-Y01 日本語教授法 この授業では、外国語として日本語を教えるための基礎知識について学びます。日本語の特

徴を理解しながら、教案の組み立て方、授業の流れ、教材分析を通して、ことばを効果的に

教える方法を学びます。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

越山泰子 JPE304-Y51 日本語教育の実践と評価 この授業では、外国語としての日本語教育における実践と評価の方法について学習します。

日本語の様々なt特徴、評価法における実例を参照しながら、日本語教育の実践と評価に関す

る基礎知識を養います。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

越山泰子 SVL203-Y01 サービスラーニングⅡ このクラスでは、日本語を外国語として教える知識や教え方について学び、地域で日本語を

学ぶ外国人の日本語学習支援を行う。授業や活動を通して、異文化への理解や地域社会への

貢献についての学びを深める。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

横山雅彦 FLE112-Y01 総合英語Ⅰ いわゆる学校文法を整理し、さらにそのスピーキングでの運用能力を養成する。 2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

横山雅彦 FLE113-Y51 総合英語Ⅱ いわゆる学校文法を整理し、さらにそのスピーキングでの運用能力を養成する。 2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

横山雅彦 FLE116-Y72 インテンシブイングリッシュⅠ 本来、「TOEIC英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEICのために英語を学ぶの

なら、それはまったくの本末転倒である。英検やTOEFL・TOEIC、IELTSなどの資格試験

は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな

ら、とくにTOEIC対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEICには他の試験

にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることもま

た事実である。以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&Rに特化してその対策

を講じ、学科の目標である450点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んで

きた英文法や英音法の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがし

ろにしたまま、30回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけでは

ない。逆に、これまでの授業に真剣に取り組んだ者は、この10日間で驚くほどスコアをアッ

プさせることができるだろう。＊インテンシブイングリッシュⅠおよびⅡは一連の授業で、

同一の教科書（MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One [New

Edition]）を用い、Ⅰではリスニングセクション（Part 1～Part 4）、Ⅱではリーディングセ

クション（Part 5～Part 7）の対策を行う。

1

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

横山雅彦 FLE117-Y71 インテンシブイングリッシュⅡ 本来、「TOEIC英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEICのために英語を学ぶの

なら、それはまったくの本末転倒である。英検やTOEFL・TOEIC、IELTSなどの資格試験

は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな

ら、とくにTOEIC対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEICには他の試験

にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることもま

た事実である。以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&Rに特化してその対策

を講じ、学科の目標である450点以上の得点を目指す。とはいえ、それは春学期から学んで

きた英文法や英音法の土台があってはじめて可能となるのであり、そうした基礎をないがし

ろにしたまま、30回の講義でスコアをアップさせる魔法のようなテクニックがあるわけでは

ない。逆に、これまでの授業に真剣に取り組んだ者は、この10日間で驚くほどスコアをアッ

プさせることができるだろう。＊インテンシブイングリッシュⅠおよびⅡは一連の授業で、

同一の教科書（MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One [New

Edition]）を用い、Ⅰではリスニングセクション（Part 1～Part 4）、Ⅱではリーディングセ

クション（Part 5～Part 7）の対策を行う。

1

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

横山雅彦 FLE118-Y81 インテンシブイングリッシュⅢ 本来、「TOEIC英語」など存在しない。英語は英語であって、TOEICのために英語を学ぶの

なら、それはまったくの本末転倒である。英検やTOEFL・TOEIC、IELTSなどの資格試験

は、あくまで英語学習のベンチマークにすぎない。したがって、正しく英語を学んでいるな

ら、とくにTOEIC対策などしなくても、高得点がとれるはずなのだが、TOEICには他の試験

にはない特徴的な傾向があり、その傾向を知っていることで、得点の効率が上がることもま

た事実である。以上のことを踏まえた上で、この授業では、TOEIC L&Rに特化してその対策

を講じ、550点以上の得点を目指す。

1

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

横山雅彦、Colin Rogers FLE201-M03 総合英語Ⅱ Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき

るようになる。Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の4技能習得を図る。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

横山雅彦、原良子 FLE101-M03 基礎英語 Grammar：高校までに学んだ学校文法を整理し、さらにその知識をスピーキングで運用でき

るようになる。Activity：コンテクストやシチュエーションの中で英語の4技能習得を図る。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

片山真理 EDE203-Y51 英語科教育法Ⅲ This course is for those who are seeking for teaching job after graduation. This course

examines successful foreign language education; how foreign languages are taught and

learned in the world.  Various teaching methods which have been used around the world.

本科目は、将来教職に就く人を対象とする。日本国内外での外国語教育（特に英語教育）の

状況や指導法について学び、指導計画・授業計画の立て方などについて学ぶ。

2

国際コミュニケーション

学部 英語コミュニケー

ション学科

25

24 / 77



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

一尾敏正 MNG104-Y51 ホスピタリティマネジメント 本科目ホスピタリティマネジメントとはホスピタリティ産業における経営管理を意味しま

す。具体的には、学術的な側面としてHospitalityとServiceの違いを明確にします。どちらも

その行為を受けた人は良い気分になるでしょう。この2つの言葉の違いを、その語源、宗

教、歴史から学びます。そして、日本語としての「おもてなし」のルーツを考察します。次

に、ホスピタリティ産業おける製品・サービスとな何か。製品価値を上げる企業戦略は何

か。最も重要されるコア・コンピタンスとして企業の差別化するにはどうすればよいか。そ

の答えを、国内外で評価される企業の事例を考察することで履修者自身が理解を深めていき

ます。学修を通して履修者が自ら課題の発見や解決の糸口を見付け出すことが講義の目的で

す。授業は講義、グループワーク、ディスカッション、発表で構成されます。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

一尾敏正 TOU202-Y01 ホテル実務 目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの

か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。概要：ホテル事業は、地域の核とな

り、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財は、売れる場所に製品を運ぶ、売れの

残れば倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製品・サービスは移動できません、売れ

残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、立地、事業形態、オペレーション、ポジショ

ニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けることを目指します。さらに、「ウェルビー

イング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指します。授業は講義と

質疑応答で構成します。

4

国際コミュニケーション

学部 観光学科

一尾敏正 TOU211-Y01 ホテル産業論 目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの

か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。概要：ホテル事業は、地域の核とな

り、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財は、売れる場所に製品を運ぶ、売れの

残れば倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製品・サービスは移動できません、売れ

残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、立地、事業形態、オペレーション、ポジショ

ニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けることを目指します。さらに、「ウェルビー

イング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指します。授業は講義と

質疑応答で構成します。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

横山雅彦 FLE108-Y01 英語基礎１ 　高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、

オーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運

用できるようになることを学習目標とする。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

横山雅彦 FLE109-Y51 英語基礎２ 　高校までに学んだ学校文法（規範文法）を体系的に総整理しながら、記述文法を学び、

オーディオ・リンガル・メソッドによるパターン・プラクティスを通して、実際に口頭で運

用できるようになることを学習目標とする。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

吉田誠 BSS206-Y01 ビジネスモデル・デザイン 【目的】本科目では、ビジネスモデル・キャンバスという手法をベースに、顧客の欲求を満

足させる、あるいは、顧客の抱える問題を解決するために、価値を創造し、その価値を顧客

に伝え、提供し、顧客の評価を知る仕組み、方法であるビジネスモデルをデザイン（構築）

するために必要な、考え方やスキルを修得することを目的としています。絶えず変化する社

会構造、市場環境の中でビジネスモデルも刻々と変化しています。そうした変化にも対応

し、社会的なニーズに対応しながら革新的なビジネスモデルを創造できる力の獲得をめざし

ます。【概要】本授業では、ビジネスモデルキャンバスを用いた、新たなビジネスモデルの

デザインワークを学びます。また、観察調査、インタビュー（実施期間を定めて都合の良い

日時に各自実施）などのフィールドワークやビジネスモデルのデザイン、プレゼンテーショ

ン等のアクティブラーニングが行われます。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

吉田誠 BSS207-Y51 思考法 【目的】ビジネスを取り巻く環境は大きく変化し、それにともない求められる知識やスキル

も変化しています。このような中で、顧客やマーケットのニーズを的確にとらえ、最適な商

品やサービスを開発・提供するために知恵を絞ることが、企業の持続的活動やビジネスパー

ソンにとって益々不可欠な要素となってきました。もちろんインターネット、AIの普及・発

展により、膨大なデータも迅速に収集・分析することが可能になりましたが、一方で、脚光

を浴びるようになったのが私たち人間の「思考力」です。そのため、世の中には「〇〇シン

キング」という様々な思考法、つまり経験則に基づいた様々な問題解決の方法が洪水のよう

に提起されるようになりました。本講義では、課題の発見や解決、新たなアイデアの創造な

ど、ビジネスの現場で役立つ様々な思考法について実際のビジネスシーンでの活用方法を交

えながら学び、必要に応じて使いこなすことができるスキルの習得をめざします。【概要】

授業は、講義形式で進めますが、実際にいくつかの思考法を使ってのグループディスカッ

ションやブレーンストーミング、ワーク、現地観察調査などのアクティブラーニングを行い

ます。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

吉田誠 BSS208-Y51 イノベーション論 【目的】Innovationという言葉は、J.A.シュンペーターが著書「経済発展の理論」の中で提唱

した経済発展論の中心的な概念で、直訳すると「革新」や「刷新」という意味を持ちます。

労働，土地などの生産要素の組合せを変化させたり，新たな生産要素を導入したりする企業

家の行為を指します。生産技術の変化だけでなく，新市場や新製品の開発，新資源の獲得，

生産組織の改革あるいは新制度の導入なども含まれるとされています。シュンペーターはイ

ノベーションにより投資需要や消費需要が刺激され，経済の新たな好況局面がつくりださ

れ，経済発展の最も主導的な要因であるとしています。一方で既存産業に壊滅的な影響を与

え、市場構造を一変させる場合もあります。現在では、国際的な経済構造や私たちの社会生

活、社会構造にまで大きな影響を与えるものとして認識され、ウイズコロナ、国際関係の緊

張・混乱、更に進むグローバリゼーション、それらにともなう価値観の変化など観光産業界

をとりまく環境が大きく変動する中、イノベーションを担う人材が求められています。本講

義では、イノベーションが生まれる背景要因、構成要素、プロセス、イノベーションがもた

らす影響を理解し、さらにイノベーションを起こすための考え方やマネジメントのあり方、

イノベーションの阻害要因について考察し、イノベーションを生むためのアプローチとマネ

ジメントに関する知識とスキル、そしてマインドセットを身につけることをめざします。

【概要】授業では、講義に加え、個人ワークとグループ・ディスカッションを組み合わせ繰

り返して行い、段階的に理解を深め、スキルを身につけ、革新的なアイデアのプレゼンテー

ションの実践を目指します。このため、主体的な事前学習により自分の考えを明確化し、そ

れをベースに建設的な議論に積極的に参加することが求められます。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

吉田誠 MNG212-Y71 ビジネスプレゼンテーション１ 【目的】ビジネスシーンでは、様々なプレゼンテーションが日々行われています。市場や取

引先、競合他社、進出先の地域や国に関する調査結果の報告、新規企画の提案、新たな商品

やサービスの提案など、社内稟議あるいは取引先や顧客への提案において求められるのはわ

かりやすく、説得力のあるプレゼンテーションです。本科目では、効果的なプレゼンテー

ションを行う上で必要となる知識とスキルに加え、その背景にある行動心理や異文化理解、

他者貢献といった要素についての理解も身につけることを目的としています。【概要】授業

では、講義に加えて、個人ワークとブレスト、ディスカッションを繰り返し行い、段階的に

知識とスキルを習得していくワークショップ方式で授業を進めます。プレゼンテーションの

発表に向けて段階的にスキルを身につけていきましょう。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

吉田誠 MRK202-Y01 マーケットリサーチ 【目的】マーケティング上の様々な課題を解決するために不可欠となるのがマーケティン

グ・リサーチの知識とスキルです。マーケティング・リサーチによる、情報の収集・分析の

結果は、市場（マーケット）の動向、消費者、顧客のニーズトレンド、自社の市場における

ポジション、競合他社の動向などを的確に把握し、経営戦略の立案や改善、新規事業の開

発、新商品の開発、リスクマネジメント対応などの経営判断の材料として重要な役割を果た

します。しかも、現在、マーケティング・リサーチは、インターネットの普及により大きな

変革期を迎えています。CGM(消費者生成メディア）、SNS、モバイル通信、AIとビッグ

データの普及や発展により、新たなリサーチスタイルが生まれているのです。【概要】本講

義では、リーサーチの企画方法、精度の高いデータの収集方法、様々な課題に対応した調査

方法、データから課題解決につながるインサイトを発見する分析方法、分析結果を効果的に

伝える報告書の作成方法などに関する基本を学び、さらに実際に調査を行い、調査報告書を

作成するなどのアクティブラーニングを通じて、実践的なスキルを身につけることを目的と

しています。リサーチスキルを身につけ、PM演習、専門研究、卒業研究における調査活動

はもちろん、卒業後の仕事に役立つものと思います。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

吉田誠 MRK205-Y81 プロジェクトマネジメント論 【目的】ビジネスはもちろんノンプロフィット活動においても、一人で目標を達成すること

は難しく、大きな目標から身近な小さな目標まで、プロジェクト化することが必ず求められ

ます。目標達成に必要な資金やメンバーなどの資源をどう確保するのか、目標達成に至る過

程でどのようなリスクがあるのか、ステークホルダーは誰なのか、どのように組織をつく

り、まとめ、動かしていくのか、どのような工程と予算を作り、管理していくのかなど、プ

ロジェクトのマネジメント（管理）業務は他分野に及びます。こうしたプロジェクトの管理

運営をしていくリーダーがプロジェクト・マネージャーです。本授業では、プロジェクトマ

ネジメントに必要な基本的な知識とスキルを身につけることを目的としています。【概要】

講義と個人ワーク、そしてディスカッションやブレーンストーミングなどのグループワーク

を組み合わせたワークショップ形式で授業を進め、実践的なスキルを身につけてもらいたい

と考えています。

1

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 MRK102-Y51 マーケティング論 【目的】　この授業では、「マーケティング」についての基礎的な理論を把握したうえで、

観光産業における具体的な事例を交えながら、観光ビジネスを理解することを目的としてい

ます。【概要】　新たなビジネスモデルの登場で旧来の大手旅行代理店の優位性が崩れつつ

あるほか、地域発展を目指した「観光による地方創生」の効果が期待されることなど、時代

の変化による様々な要因を背景に消費者の旅行需要も変化しつつあります。これら多種多様

な顧客ニーズを的確に捉え、顧客満足を最大化し、観光産業を発展させるためには「マーケ

ティング」の発想が欠かせません。　講義ではマーケティングの様々な機能を学び、ディス

カッションを行います。その上で学んだことを活用してグループまたは個人発表を行いま

す。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TB2103-Y01 旅行ビジネス 【概要】旅行ビジネスを学ぶとき、まず知っておかなければならないことは、「価値の創

造」という点です。ビジネスである以上、利益という経済的価値を生み出す必要があります

が、インターネットの登場で人々の関心事項が多様化、高度化しそれに伴い人の価値観も変

化しており、それらに対応した価値の提供がビジネスの成功を左右します。範囲が多岐にわ

たる為、毎回授業の前半に復習をかねたディスカッションを行います。【目的】この授業で

はビジネスとしての旅行業の理解を深めることを目的とします。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TB2203-Y51 観光交通産業論 【概要】　飛行機、鉄道、バスに代表される交通機関は主として観光を構成する媒体として

位置づけられるものの、観光コンテンツは観光客の移動によって演出されます。また、見る

場所や位置によってその観光要素は変化し、同じ景色でもバスと電車の車窓からでは結果的

に違う景観を見せる「場を提供する」という役割も持っています。この視座から見れば交通

手段は観光風景の多様性を醸し出す手段と言えます。　さらに、交通期間はは単なる移動手

段としての役割のみならず、乗り物自体が観光資源としての役割を演じるケースも多くみら

れます。このように観光における交通機関には、単に移動手段としての媒体のほか、観光地

の魅力向上の仕掛けとしての役割を持つ観光には欠かせない要素です。この授業では交通産

業を観光と連携した視点から学びます。　授業内では毎回復習を兼ねたディスカッションを

行います。【目的】　この授業では交通と観光が相互に及ぼしあう影響や効果を十分に理解

し、社会課題解決と交通機関が果たす経済的価値を学ぶことを目的とします。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TB2209-Y51 観光交通論 【概要】　飛行機、鉄道、バスに代表される交通機関は主として観光を構成する媒体として

位置づけられるものの、観光コンテンツは観光客の移動によって演出されます。また、見る

場所や位置によってその観光要素は変化し、同じ景色でもバスと電車の車窓からでは結果的

に違う景観を見せる「場を提供する」という役割も持っています。この視座から見れば交通

手段は観光風景の多様性を醸し出す手段と言えます。　さらに、交通期間はは単なる移動手

段としての役割のみならず、乗り物自体が観光資源としての役割を演じるケースも多くみら

れます。このように観光における交通機関には、単に移動手段としての媒体のほか、観光地

の魅力向上の仕掛けとしての役割を持つ観光には欠かせない要素です。この授業では交通産

業を観光と連携した視点から学びます。　授業内では毎回復習を兼ねたディスカッションを

行います。【目的】　この授業では交通と観光が相互に及ぼしあう影響や効果を十分に理解

し、社会課題解決と交通機関が果たす経済的価値を学ぶことを目的とします。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TB2211-Y51 観光マーケティング論 【目的】　この授業では、「マーケティング」についての基礎的な理論を把握したうえで、

観光産業における具体的な事例を交えながら、観光ビジネスを理解することを目的としてい

ます。【概要】　新たなビジネスモデルの登場で旧来の大手旅行代理店の優位性が崩れつつ

あるほか、地域発展を目指した「観光による地方創生」の効果が期待されることなど、時代

の変化による様々な要因を背景に消費者の旅行需要も変化しつつあります。これら多種多様

な顧客ニーズを的確に捉え、顧客満足を最大化し、観光産業を発展させるためには「マーケ

ティング」の発想が欠かせません。　講義ではマーケティングの様々な機能を学び、ディス

カッションを行います。その上で学んだことを活用してグループまたは個人発表を行いま

す。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TOU210-Y01 旅行産業論 【概要】旅行ビジネスを学ぶとき、まず知っておかなければならないことは、「価値の創

造」という点です。ビジネスである以上、利益という経済的価値を生み出す必要があります

が、インターネットの登場で人々の関心事項が多様化、高度化しそれに伴い人の価値観も変

化しており、それらに対応した価値の提供がビジネスの成功を左右します。範囲が多岐にわ

たる為、毎回授業の前半に復習をかねたディスカッションを行います。【目的】この授業で

はビジネスとしての旅行業の理解を深めることを目的とします。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TOU218-Y81 観光イベント論 【目的】　観光プロモーションとは観光マーケティング活動における販売促進活動全般のこ

とで、具体的には広告・広報（PR）、セールスプロモーションなどを指します。観光地や、

観光商品・サービスの存在を多くの人に認知してもらい、認知させたい人に旅行の実施、商

品・サービスの購買のための動機付けをすることがその役割です。これら基本的なプロモー

ションの基本的な概念を修得することを目的としています。【概要】　消費者の考え方の変

遷を取り上げながら観光産業におけるプロモーション事例を学びます。後半は学生作成によ

るケーススタディとディスカッションを中心に講義を進めます。　その上で学んだことを活

用してグループまたは個人発表を行います。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TOU221-Y51 ＭＩＣＥ・ＩＲ概論 【概要】MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive

Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベ

ント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイ

ベントなどの総称である。IRはIntegrated Resortの頭文字で統合型リゾートと呼ばれており

国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現することを目的として、2018年７月に特定複合

観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）が成立し、国内で３か所を上限として、ＩＲの設置が進

められることとなった。この授業では、ＭＩＣＥとＩＲ両方を講義形式で学び、個人または

グループでの観光産業とのかかわり方をが学生が発表する形式である。【目的】人が集まる

という直接的な効果はもちろん、人の集積や交流から派生する付加価値や意義についての認

識を高めることで未来の観光リテラシー向上を目指す

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

小山聖治 TOU222-Y51 観光交通システム論 　飛行機、鉄道、バスに代表される交通機関は主として観光を構成する媒体として位置づけ

られるものの、観光コンテンツは観光客の移動によって演出されます。また、見る場所や位

置によってその観光要素は変化し、同じ景色でもバスと電車の車窓からでは結果的に違う景

観を見せる「場を提供する」という役割も持っています。この視座から見れば交通手段は観

光風景の多様性を醸し出す手段と言えます。　さらに、交通期間はは単なる移動手段として

の役割のみならず、乗り物自体が観光資源としての役割を演じるケースも多くみられます。

このように観光における交通機関には、単に移動手段としての媒体のほか、観光地の魅力向

上の仕掛けとしての役割を持つ観光には欠かせない要素です。　この授業では交通と観光が

相互に及ぼしあう影響や効果を十分に理解し、社会課題解決と交通機関が果たす経済的価値

を学ぶことを目的とします。　授業内では毎回復習を兼ねたディスカッションを行います。
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

田口健 TOU205-A01 ホテルマネジメント 観光業界における主要産業である宿泊業。そのメインの業態であるフルサービスのホテルの

経営について学習する。進路としてホテルを選んだ場合は、幹部候補として活躍することが

できるよう、接客やサービスといった「運営（オペレーション」ではなく、「経営（マネジ

メント）」にフォーカスする。ホテル以外に進路を取った場合も、ホテルの経営特性を理解

し、他業種でも役立ててもらう。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

田口健 TOU208-A51 観光実務特論 科目名の傍題「ホテル総論」観光産業における「ホテル」について、概論、歴史、組織形

態、サービス手法、防犯防災、今後の課題と方向性、について幅広く学び、業界への理解を

深め、就職活動上の進路選択に役立てる。また、ホテル産業を外から見たうえで、特性を理

解することで、将来ホテル業界のみならず、観光業全般、不動産業、金融業、投資業などに

携った際に知識を役立てること。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科

李容淑 TG2301-Y51 インバウンドビジネス インバウンドツーリズムとは何か、日本経済におけるインバウンドツーリズムの重要性を理

解し、インバウンドツーリズム産業全体を経営学視点において把握をする。インバウンド

ツーリズムは、成長著しいアジアをはじめとする世界の需要を取り込むことによって、人口

減少・少子高齢化が進展する 日本において、交流人口の拡大によって地域の活力を維持し、

社会を発展させることに大きく貢献する。また、インバウンドツーリズム産業の核となる旅

行業、宿泊業、輸送業、航空・空港業、お土産販売業、フードビジネス業等について、マク

ロ視点から、それぞれの業界の特徴と問題点の考察した上で、個々の企業をミクロ的な問題

をとりあげ、その企業経営のあり方や、将来展望を模索するものとする。インバウンド観光

産業は毎年成長し、2019年には訪日外国人旅行客が３,１88万人を突破し、消費額は４兆６

千億円にも到達して、毎年最高記録を立てている。特に2021年、東京オリンピックを越え関

西地域には、2025年の世界万博の開催が大阪地域に誘致する計画を控えている。ところが、

最近世界に拡散するCOVID-19の影響で観光産業が大打撃を受けている中、この危機を乗り

越えて、ポストコロナを対応する新戦略への大転換の必要である。その時代に合わせた専門

知識を持つ人材が必要であろう。この講義では日本政府が主導する日本の未来を支える重要

国家産業として専門家育成戦略に従う『インバウンド主任者実務認定試験』を目指して徹底

的な授業を実施します。
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

国際コミュニケーション

学部 観光学科

李容淑 TOU215-Y51 インバウンド・ツーリズム産業論 インバウンドツーリズムとは何か、日本経済におけるインバウンドツーリズムの重要性を理

解し、インバウンドツーリズム産業全体を経営学視点において把握をする。インバウンド

ツーリズムは、成長著しいアジアをはじめとする世界の需要を取り込むことによって、人口

減少・少子高齢化が進展する 日本において、交流人口の拡大によって地域の活力を維持し、

社会を発展させることに大きく貢献する。また、インバウンドツーリズム産業の核となる旅

行業、宿泊業、輸送業、航空・空港業、お土産販売業、フードビジネス業等について、マク

ロ視点から、それぞれの業界の特徴と問題点の考察した上で、個々の企業をミクロ的な問題

をとりあげ、その企業経営のあり方や、将来展望を模索するものとする。インバウンド観光

産業は毎年成長し、2019年には訪日外国人旅行客が３,１88万人を突破し、消費額は４兆６

千億円にも到達して、毎年最高記録を立てている。特に2021年、東京オリンピックを越え関

西地域には、2025年の世界万博の開催が大阪地域に誘致する計画を控えている。ところが、

最近世界に拡散するCOVID-19の影響で観光産業が大打撃を受けている中、この危機を乗り

越えて、ポストコロナを対応する新戦略への大転換の必要である。その時代に合わせた専門

知識を持つ人材が必要であろう。この講義では日本政府が主導する日本の未来を支える重要

国家産業として専門家育成戦略に従う『インバウンド主任者実務認定試験』を目指して徹底

的な授業を実施します。

2

国際コミュニケーション

学部 観光学科 合計
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

心理学部 心理学科 栢木隆太郎 SED208-M01 特別支援教育基礎 【目的】　特別支援教育の対象となる各種の障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、

及びそれに伴う学習上または生活上の困難、そして、必要とする教育的ニーズなど）を理解

し、その内容から学校の組織や教員等が必要とする知識やスキルについて知る。【概要】

各種障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う学習上または生活上の困

難、そして、必要とする教育的ニーズなど）と共に、インクルーシブ教育の推進について解

説する。また、最近の教育的課題となっている通常の学級に在籍する発達障害（LD=学習障

害、ADHD=注意欠如多動性障害、高機能自閉症など）や障害はないが特別な支援や配慮を

要する児童生徒（来日・帰国した子ども・性同一性障害に係る子ども・虐待を受けている子

どもなど）についても事例を紹介しながら望ましい特別支援教育の在り方を概説する。

1

心理学部 心理学科 栢木隆太郎 SED208-Y01 特別支援教育基礎 【目的】　特別支援教育の対象となる各種の障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、

及びそれに伴う学習上または生活上の困難、そして、必要とする教育的ニーズなど）を理解

し、その内容から学校の組織や教員等が必要とする知識やスキルについて知る。【概要】

各種障害の主な特性（定義・発達特性や認知特性、及びそれに伴う学習上または生活上の困

難、そして、必要とする教育的ニーズなど）と共に、インクルーシブ教育の推進について解

説する。また、最近の教育的課題となっている通常の学級に在籍する発達障害（LD=学習障

害、ADHD=注意欠如多動性障害、高機能自閉症など）や障害はないが特別な支援や配慮を

要する児童生徒（来日・帰国した子ども・性同一性障害に係る子ども・虐待を受けている子

どもなど）についても事例を紹介しながら望ましい特別支援教育の在り方を概説する。

1

心理学部 心理学科 栢木隆太郎 SED310-M01 知的障害者の心理 【目的】　特別支援教育では、その教育内容の推進と充実が強く求められている。そのため

には、知的障害者の心理を理解することが最も基本となる。このことから、本科目では知的

障害者や発達障害者に関わる心理学的基礎知識を理解することを主な目的とする。【概要】

幾つかの事例から知的障害の発達特性や認知特性および行動特徴を理解し、知的障害者や発

達障害者の示すさまざまな行動を心理学的な視点から捉え、その教育的支援の在り方を学

ぶ。

2

心理学部 心理学科 栢木隆太郎 SED310-Y01 知的障害者の心理 【目的】　特別支援教育では、その教育内容の推進と充実が強く求められている。そのため

には、知的障害者の心理を理解することが最も基本となる。このことから、本科目では知的

障害者や発達障害者に関わる心理学的基礎知識を理解することを主な目的とする。【概要】

幾つかの事例から知的障害の発達特性や認知特性および行動特徴を理解し、知的障害者や発

達障害者の示すさまざまな行動を心理学的な視点から捉え、その教育的支援の在り方を学

ぶ。

2

心理学部 心理学科 栢木隆太郎、山本真由美 CLI309-Y01 障害者（児）心理学 本科目は、公認心理師（国家資格）養成に必要な25科目の中の必須科目である。【目的】

各障害の定義をふまえた基礎的知識をもとに、障害者（児）の有する心理社会的困難とその

支援の在り方を理解する。【概要】　各障害の支援のための制度やそれに関わる様々な機関

についての基本的知識と支援の在り方について概説する。
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

心理学部 心理学科 山内愛 SPP201-Y51 スポーツ心理学 【目的】体育・スポーツおよび健康づくり運動の実践や指導、サポートに関する心理学の基

礎を学び、良好なスポーツ活動を推進するための心理学的アプローチに関する知識を理解、

習得することを目的とします。【概要】日常の身体運動はもとより、運動やスポーツは様々

な文脈の中で取り組まれています。そこでの活動目的は、教育、競技、レクリエーション、

健康・医療といったように多岐に渡り、それぞれが抱える課題や問題は異なります。そこ

で、本講義では、スポーツ心理学の果たす役割について外観した上で、健康スポーツ、競技

スポーツ、メンタルトレーニングなどについて学習します。その上で、各人の運動・スポー

ツ活動に汎化可能な視点を提供しつつ、スポーツ競技場面や健康スポーツに役立つ知識やス

キルの習得を目指します。

2

心理学部 心理学科 山内愛 SPP204-M01 メンタルトレーニング 【目的】この科目では、自身の競技場面や指導場面に活かせるよう、メンタルトレーニング

について、講義と体験的学習を通して理論と技法を学び、身につけることを目的とします。

【概要】スポーツにおけるメンタルトレーニングとは、アスリートをはじめとするスポーツ

活動に携わる者が、競技力向上並びに実力発揮の為に必要な心理的スキルを習得することを

目的とした、スポーツ心理学の理念に基づく体系的で教育的な活動です。体験的な理解を深

めると共に、各種技法の習得を目指すため、授業は講義だけでなく、実技、グループワー

ク、学生同士のディスカッションなど、実践的な学習を多く行います。

2

心理学部 心理学科 山内愛 SPP206-Y51 スポーツ心理学 【目的】体育・スポーツおよび健康づくり運動の実践や指導、サポートに関する心理学の基

礎を学び、良好なスポーツ活動を推進するための心理学的アプローチに関する知識を理解、

習得することを目的とします。【概要】本講義では、スポーツ心理学の果たす役割について

外観した上で、健康スポーツ、競技スポーツ、メンタルトレーニングなどについて学習しま

す。その上で、各人の運動・スポーツ活動に汎化可能な視点を提供しつつ、スポーツ競技場

面や健康スポーツに役立つスキルの習得を目指します。

4

心理学部 心理学科 山本昌宏 CRI101-Y01 犯罪学概論 【目的】この科目は、最広義の犯罪学（刑事学）の学びとして、警察が行う各種取り組み内

容を理解することを目的とします。【概要】具体的には、総務、警務、刑事、生活安全、地

域、交通及び警備の各警察部門が行う活動について学びます。

2

心理学部 心理学科 山本昌宏 CRI304-m51 犯罪関連法論 【目的】この科目は、刑法及び刑事訴訟法を中心とした犯罪への対処実態を理解し身につけ

ることを目的とします。【概要】刑法については、犯罪と刑罰に関する共通ルールである刑

法総論を中心として、また、刑事訴訟法については、犯罪の捜査、裁判の手続きなど刑罰法

令の適用・実現に必要な手続きについて学びます。また、近時問題となっているいじめ問題

や暴力団対策等に関する法令などについても学修します。

4

心理学部 心理学科 山本昌宏 CRI304-Y51 犯罪関連法論 【目的】この科目は、刑法及び刑事訴訟法を中心とした犯罪への対処実態を理解し身につけ

ることを目的とします。【概要】刑法については、犯罪と刑罰に関する共通ルールである刑

法総論を中心として、また、刑事訴訟法については、犯罪の捜査、裁判の手続きなど刑罰法

令の適用・実現に必要な手続きについて学びます。また、近時問題となっているいじめ問題

や暴力団対策等に関する法令などについても学修します。

4
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

心理学部 心理学科 山本昌宏 SMN201-Y15 専門演習Ⅰ 【目的】事件・事故を題材としたグループ討議やプレゼンテーション通じて、専門分野の情

報収集力やコミュニケーション能力を身につけることを目的とします。【概要】具体的に

は、班別に事件・事故に関するテーマを自由に選定し、事実関係や背景事情、内在する問題

点等について調査・検討したのちにプレゼンを行い、討議することにより専門的知識を学修

します。

2

心理学部 心理学科 山本昌宏 SMN202-Y61 専門演習Ⅱ 【目的】事件・事故を題材として、各自が論文や書籍、雑誌等を読み、まとめて他者に正し

く伝えるスキルを身につけることを目的とします。【概要】具体的には、各自が事件・事故

に関するテーマを自由に選定し、事実関係や背景事情、内在する問題点等について調査・検

討したのちにプレゼンを行い、討議することにより専門的知識を学修します。

2

心理学部 心理学科 山本真由美、田中亜裕子、山本喜

晴

CLI209-Y51 心理演習 公認心理師としての知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とする。 心理に関する支援を

要する者等に関するコミュニケーション、心理検査、心理面接、地域支援等の知識及び技能

の習得、心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及ひ?支援計画の作成、心理

に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチ、多職種連携及ひ?地

域連携、公認心理師としての職業倫理及ひ?法的義務への理解について、具体的な場面を想

定した役割演技（ロールプレイ）や事例検討等を行い、これらに関する基本的な知識及び技

術の修得を目標とする。

4

心理学部 心理学科 神垣一規、横川滋章 CLI205-Y01 臨床心理学 【目的】この科目は臨床心理学に関する基本的な知識を身に付けることを目的とします。

【概要】（神垣担当分）前半部分では、まず臨床心理学の全体構造を把握し、臨床心理学の

歴史について知る。そしてカウンセリング、アセスメントの基礎について学ぶ。さらに「心

の病」や自傷等について考える機会をもつ。これらのことを通して、臨床心理学全般につい

ての基礎的な事柄について学ぶことを目的とする。（横川担当分）神垣先生の前半を受け

て、こころの健康と異常について学び、今日の臨床心理的援助に大きな影響を与えた3つの

理論・技法として、力動的心理療法と分類されるS.フロイトから始まる精神分析、C.G.ユン

グの分析心理学、そしてパーソンセンタード（来談者中心療法）として知られるC.R.ロ

ジャーズの考えを紹介し、臨床心理学への基礎的理解を進めることを目的とする。

4

心理学部 心理学科 神垣一規、横川滋章 CLI208-Y01 臨床心理学概論 【目的】この科目は臨床心理学に関する基本的な知識を身に付けることを目的とします。

【概要】（神垣担当分）前半部分では、まず臨床心理学の全体構造を把握し、臨床心理学の

歴史について知る。そしてカウンセリング、アセスメントの基礎について学ぶ。さらに「心

の病」や自傷等について考える機会をもつ。これらのことを通して、臨床心理学全般につい

ての基礎的な事柄について学ぶことを目的とする。（横川担当分）神垣先生の前半を受け

て、こころの健康と異常について学び、今日の臨床心理的援助に大きな影響を与えた3つの

理論・技法として、力動的心理療法と分類されるS.フロイトから始まる精神分析、C.G.ユン

グの分析心理学、そしてパーソンセンタード（来談者中心療法）として知られるC.R.ロ

ジャーズの考えを紹介し、臨床心理学への基礎的理解を進めることを目的とする。

4
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

心理学部 心理学科 中山誠、山本昌宏 CRI203-m01 犯罪・災害報道論 この科目で身につける知識・技法①　犯罪・災害の報道が理解できる。②　マスメディアに

関する知識が獲得できる。③　マスメディア情報に対する客観的な対応が身に付く。

2

心理学部 心理学科 中山誠、山本昌宏 CRI203-Y03 犯罪・災害報道論 この科目で身につける知識・技法①　犯罪・災害の報道が理解できる。②　マスメディアに

関する知識が獲得できる。③　マスメディア情報に対する客観的な対応が身に付く。

2

心理学部 心理学科 田中亜裕子 PSY106-m01 発達心理学 【科目の概要】この科目では、生涯発達心理学の立場（人間は生涯を通して成長し続けると

いう立場）から、胎児期、新生児期、乳幼児期、児童期、青年期、成人期、老年期の過程に

おいて、各発達期の特徴と援助のあり方を理解することを目的とする。とくに乳幼児期にお

ける知能、気質、感情の心理学的理解を通して、子どもの発達支援に必要な知識の習得をね

らいとする。

2

心理学部 心理学科 田中亜裕子 PSY106-Y51 発達心理学 【科目の概要】この科目では、生涯発達心理学の立場（人間は生涯を通して成長し続けると

いう立場）から、胎児期、新生児期、乳幼児期、児童期、青年期、成人期、老年期の過程に

おいて、各発達期の特徴と援助のあり方を理解することを目的とする。とくに乳幼児期にお

ける知能、気質、感情の心理学的理解を通して、子どもの発達支援に必要な知識の習得をね

らいとする。

2

心理学部 心理学科 田中亜裕子 PSY108-Y01 教育心理学 この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし

ています。具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過

程、学習の動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、

教育心理学的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的

な考え方を理解する。

2

心理学部 心理学科 田中亜裕子 PSY213-m01 教育・学校心理学 この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし

ています。具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過

程、学習の動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、

教育心理学的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的

な考え方を理解する。

2

心理学部 心理学科 田中亜裕子 PSY213-Y01 教育・学校心理学 この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし

ています。具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過

程、学習の動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、

教育心理学的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的

な考え方を理解する。

2

心理学部 心理学科 道免逸子 CLI201-A51 臨床心理学Ⅰ この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその

影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役

立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象

者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

心理学部 心理学科 道免逸子 PSY206-m51 健康心理学 この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその

影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役

立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象

者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。

2

心理学部 心理学科 道免逸子 PSY211-m51 健康・医療心理学 この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその

影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役

立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象

者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。

2

心理学部 心理学科 道免逸子 PSY211-Y51 健康・医療心理学 この講義では、健康心理学という比較的新しい分野が扱う諸問題を概観し、ストレスとその

影響や予防と健康増進の意義について学ぶ。またその中で、臨床心理の視点をどのように役

立てられるかについて自分の考えが持てるようにすることを目的とする。授業の中で、対象

者の理解度や状態に応じて、適宜グループワークを実施する。

2

心理学部 心理学科 道免逸子 SMN201-Y13 専門演習Ⅰ 本演習は、興味あるテーマについて探求する楽しさを知ることを目的とします。論文を読む

体験、プレゼンをする体験から卒論執筆に必要な基礎的スキルの獲得を目指し、jamboardや

mindmeisterといったオンラインツールを学びに取り入れることで、効率的に作業を進める

力も身につけます。

2

心理学部 心理学科 髙橋浩樹 RSM202-Y51 危機管理論 目的：将来企業人等として活動する際のリスクマネジメントを習得します。さらに日常生活

に近接している消費者犯罪を捉え、消費者としての安全の確保策を学び、安全安心な学生生

活、社会生活を送ることが出来る知識（セーフティーマネジメント力）の習得を目的として

います。概要：危機管理に関する歴史、現状、理論、学生それぞれが一消費者として陥りや

すい消費者犯罪についてその手口、被害防止策を学びます。

2

心理学部 心理学科 髙橋浩樹 SMN201-Y11 専門演習Ⅰ 目的：社会的耳目を集めた事件や事故、ネット空間における問題点等を題材として、情報の

収集と分析、グループ討議、プレゼンテーションを通して、物事、自己の主張を他者に正し

く伝えるスキルを身に付けることを目的とします。概要：各班においてテーマを選定し、情

報検索、グループ討議（問題点、再発防止策等）、発表案（プレゼン資料、読み原稿等）の

作成及び発表を行います。※各回ノートパソコンを持参して下さい。　初回にグループ分け

を実施しますので、必ず出席して下さい。

2

心理学部 心理学科 髙橋浩樹 SMN202-Y57 専門演習Ⅱ 目的：社会的耳目を集めた事件や事故、ネット空間における問題点等を題材として、情報の

収集と分析、グループ討議、プレゼンテーション、レポートの作成を通して、物事、自己の

主張を他者に正しく表現し、伝えるスキルを身に付けることを目的とします。概要：各班に

おいてテーマを選定し、情報検索、発表案（プレゼン資料、読み原稿等）、レポートの作成

及び発表を行います。※各回ノートパソコンを持参して下さい　初回にグループ分けを実施

しますので、必ず出席してください。

2

心理学部 心理学科 合計 72
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 岡村克彦 CRE202-A53 仕事とキャリア形成Ⅱ ■概要本講義では、実際に社会人として企業や団体等で業務を遂行する上で、当然必要とさ

れるであろう基礎的な能力を振り返る。１　自己分析と自己PR「仕事とキャリア形成Ⅰ」を

振り返り、就職活動において求められる自己PRのプレゼンテーションを行うことができる。

2.履歴書とエントリーシート作成することができる。就職活動において必要な履歴書とエン

トリーシートを作成する。３．基礎学力の確認就職活動においては、時にSPI等の基礎学力

検査によって、社会人として最低限の思考力、一般教養等が問われる。この種の学力検査に

ついては、出題傾向を事前に研究し、試験の形式に慣れることで対処可能な部分も多い。非

言語スコアをアップさせる。尚、この授業はSDGs８のゴール、「包括的かつ持続可能な経

済成長及びすべての人々の完全かつ生涯的な雇用と働き甲斐のある人間らしい（ディーセン

トワーク）を促進する」に関連しています。

2

経営学部 経営学科 岡村克彦 MNG213-A01 マネジメント・サイエンス 【目的】・ビジネス課題に対する科学的かつ論理的な解決策を導き出すにはどうしていくべ

きかについて学修する。【概要】・この授業では、ビジネスを創造する局面やビジネスを運

営する局面で待ち受ける様々な数的、量的な課題や事象を理解し、科学的かつ論理的な解決

策を導き出すために参考になる基礎的手法を学ぶ。・具体的には、科学的な経営を行ってい

くためのベースとなる、いわゆるオペレーションズ・リサーチの各種理論の基礎的な説明と

初歩的な例題の解法の解説、ペアワークまたはグループワークで例題を解く形式で授業を進

める。・マネジメントサイエンスは数的、量的な問題を扱う学問なので、できるだけ数式を

減らすが、説明、解法のために基礎的な数学を使う。

2

経営学部 経営学科 岡村克彦 SMN204-A02 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 【目的】・プロジェクトマネジメントの実践・プロジェクトマネジメントとは、納期が決め

られているプロジェクトをどのように企画、推進すれば成功するのか、詳しく計画を立てて

管理、運営していくことといえる。・この授業では、1年生秋学期にプロジェクトマネジメ

ントとPBL（Project Based Learning）学習に取り組んだ「PM演習Ⅰ」の次の段階として、

学外学習を含めてグループでのPBL学習を交えてプロジェクトマネジメントの実践に取り組

んでいく。【概要】・授業では具体的なプロジェクトとして、地域商店街の支援を得て、商

店街と連携した活動、インターンシップの準備に取り組む。・阪神尼崎駅前の三和本通商店

街の力添えを得て、連携活動を行いながら、新しいビジネスなどの検討、地域と連携したビ

ジネスをデザインして企画調整することをグループワークの中で進めていく。・インターン

シップの準備については、夏学期でのインターンシップに対応するための事前準備、事前学

習を行う。単にビジネスマナーを学ぶだけではなく、受け入れ先企業が求める自己分析や志

望動機の作成と磨きこみ、業界研究、企業研究等の事前学習を行う。・また各学生はイン

ターンシップ中の個人目標を設定し、その遂行のための活動指針等を立て、効果的なイン

ターンシップにするための事前学習をプロジェクトとして取り組む。更にはインターンシッ

プ終了後は活動のまとめと振り返りを作り、秋学期のプロジェクトマネジメント演習Ⅲにつ

なげていく。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 助川たかね BSS308-M51 ビジネスプロモーション ・営利・非営利、組織形態等に関わらず「新しい社会的価値の創出」を目的とし、この目的

を実現するための手法およびプロセスである「プロモーション」を設計・実施するための知

識と応用力の修得。・ビジネスを取り巻く急速かつ大きな外部環境の変化に対応できるプロ

モーションの策定・計画。グローバリゼーション、デジタル・トランスフォーメーション

（DX）、パンデミックや災害、地政学的リスク、持続可能な開発目標（SDGs）国連の17目

標など。

2

経営学部 経営学科 助川たかね MRK101-M01 マーケティング マーケティングの基礎理論や専門用語を修得し、営利・非営利を問わず、マーケティング活

動を計画・実行・管理していく際に必要となる視点と分析の枠組みを理解し、理論を実践的

に応用できるようになることを目指す。事例研究等を通して、国内外のマーケティングの現

状や新しい概念を知ることももうひとつの目的とする。

4

経営学部 経営学科 助川たかね MRK305-M51 インターネットマーケティング インターネットマーケティングとはインターネットを利用したマーケティングの総称であ

る。本科目では、インターネットマーケティングをビジネスと情報技術の革新の両面から考

察することで、インターネットを利用したマーケティングの基本戦略を理解し、応用できる

ようになることを目指す。また、既に学んだマーケティング理論を用い、インターネット

マーケティングにおける重要な指標と効果測定の結果を事業戦略の策定に反映することもも

うひとつの目標である。

2

経営学部 経営学科 助川たかね SMN304-M53 マネジメント専門演習 ・プロジェクトマネジメント演習で設計した卒業論文の設計図を基に、テーマや調査方法等

を再設計する。・設計図にある各要件を具体化し、執筆に向けた準備段階を完了する。

2

経営学部 経営学科 助川たかね SMN307-M02 プロジェクトマネジメント演習Ⅳ 本科目では、卒業研究の準備段階として、以下の目的を設定する。①卒業論文の要件および

論文執筆の設計について理解、修得する。②卒業論文のテーマを将来のキャリアおよび自身

の興味の両面から考える。また、全体を通して、これまで学んだ経営学の基礎理論を複合的

に応用できるようになることをもうひとつの努力目標とする。そのため、マーケティングに

限らず、経済、経営、財務、会計などについても、この機会に復習し、苦手意識を克服して

欲しい。

4

経営学部 経営学科 上山修一 REG203-M01 地域経営概論 全国の地域は、少子高齢化による人口減少、首都圏への一極集中などにより、地域の安全・

安心はもとより、存続 そのものが危機にさらされています。この問題を解決するために地域

住民が真の豊かで暮らしていけるよう、従来 の考え方や習慣や体制にとらわれないイノベー

ションの発想をもとに、市民、企業、行政などの関係者が主体的に協働して実践していくあ

り方が重要となっています。本科目では、地域の問題と課題を理解しながら、具体的な地域

経営の視点から地域づくりに対する基本的 な考え方はもとより、地域資源の現状評価、テー

マの発見、計画へのプ ロセス理解できるスキルの獲得を目指します。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 川脇康生 INT203-M72 インターンシップⅠ 学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践

し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学

習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流

れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を

深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 授業は「事前学習」、「実習」、「事後の

リフレクション」という３つの内容からなる。 ・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を

理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマナー、その他必要なスキルを習得する。ま

た、実習により達成すべき課題(実習計画)を作成する。 ・実習 ・・各企業の受入担当者の指

導に基づき実施される。 ・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するか

を分析し、それぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のため

の情報を整理する

2

経営学部 経営学科 川脇康生 REG202-M51 公共サービス論 本授業は、公共サービスについての理論と実践を学ぶことを目的にしています。まず公共の

定義を行い、公共を担うさまざまなプレーヤー（国・地方自治体、非営利組織、営利組織、

社会的企業など）について、それぞれの社会的役割を詳しく解説します。特に私たちが認識

を新たにしなければならないことは、国・地方自治体だけでなく、民間組織や私たち一人ひ

とりも公共経営の一翼を担っているということです。当事者意識をもって私たちが公共経営

に携わらなければならないことは、世界的潮流といっていいでしょう。それに加えて、そう

ならざるを得ない日本特有の事情もあります。それは継続的な景気の悪化により日本が長ら

く苦しんできた財政赤字の存在です。社会問題を解決するには多くの財政支出を必要とする

からです。それだけではありません。国・地方自治体と民間組織が一丸となって、社会問題

の解決に挑まなければならないほど、日本の社会問題は多岐にわたり複雑化しています。こ

のような状況下にあり、私たちは公共をどうやって経営したらいいのでしょうか。私たちが

公共経営をより有効的かつ効率的に運営するための手法について学びます。

2

経営学部 経営学科 川脇康生 SMN204-M02 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ この授業では、実際のプロジェクトマネジメントに取り組む。社会に出ると会社や組織で人

と関わりながらチームですることが多く、与えられた成果を求めて、決められた期限に  答

えを出していくことが求められます。このようなプロジェクトをマネジメントするために必

要なスキルを身につける。①2年次以降の卒業研究にもつながる専門科目の履修に際して必

要となる、文献検索、記事検索の手法を身に着ける。②三木市避難所運営サポーターに必要

な以下の資質を身につけ、三木市長の委嘱を受ける準備を行う・防災士資格の取得（別途地

域防災減災論を受講）・三木市役所における避難所についての講義・日本赤十字社の被災者

支援についての講義③カンパニープロジェクト（学園祭プロジェクト）学園祭の出店等の企

画、準備を通じて、実践的なビジネス企画の基本を体験し、組み立てる④インターンシップ

等準備インターンシップ先の各団体の詳細情報を調べる就業体験、社会活動などの学外の活

動に対する基本的な知識、マナーをしっかり身につける。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 川脇康生 SMN205-M55 プロジェクトマネジメント演習Ⅲ ①夏学期に取り組んだインターンシップの振り返りを行い発表を行います。11月(予定)のイ

ンターンシップ報告会、あじあん祭における経営学科PR動画による参加の準備になります。

②経営学科の学びを確実なものにするために、A:　本学と三木市が締結した｢避難所運営サ

ポーター｣の協定の要件を満たす、講義、演習を行います。要件を満たした学生は、三木市

長から「三木市避難所運営サポーター」の委嘱を受けます。B:　地元緑が丘地区のﾆｭｰﾀｳﾝ開

発を約40年前に行った大和ﾊｳｽ工業株式会社の、高齢化の進むかつてのﾆｭｰﾀｳﾝの魅力づく

り、再活性化の取り組み：「住み続ける街へ」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて学び、実際に住民の話など

を聞いた上で、自分たちの意見を集約して、大和ﾊｳｽ、三木市、市民代表にプレゼン提案し

ます。③到達確認試験に向けて、これまで学んできた知識を活用して、ケーススタディによ

る分析と試験準備を行います。

4

経営学部 経営学科 村田昌彦 INT108-M83 業界研究 本実習は、企業訪問実習を通じて、業界研究を行う。①各コースの訪問先・研修先企業等の

業務内容とありかたを、自分なりにまとめる②実社会の体験、業界の仕組み、仕事内容を頭

と体で理解する。③自分の適性にあった職業か判断できるようにする。業界研究実習は２年

次から具体化する専門分野の一部を実体験し、その分野が自分に向いているかについて、体

験をすることにより考える機会とする。

2

経営学部 経営学科 村田昌彦 INT203-M71 インターンシップⅠ 学内での学習成果としての専門知識やスキルを、特定の業種・業界のビジネスの現場で実践

し、その有効性を確認する。また、現実社会における様々な経済現象を、今後の大学での学

習にフィードバックする。このように大学と社会の往還を通して、企業の仕組みや作業の流

れ、組織内の人間関係などを実際に体験することで、教室で勉強した知識についての理解を

深めるとともに、就業意識と学習意欲を高める。 授業は「事前学習」、「実習」、「事後の

リフレクション」という３つの内容からなる。 ・事前学習 ・・受入企業及び業務の内容を

理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマナー、その他必要なスキルを習得する。ま

た、実習により達成すべき課題(実習計画)を作成する。 ・実習 ・・各企業の受入担当者の指

導に基づき実施される。 ・事後学習・・実習を行った各業務がどのような役割を分担するか

を分析し、それぞれの業務に関する成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のため

の情報を整理する

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 村田昌彦 SMN204-M01 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ この授業では、実際のプロジェクトマネジメントに取り組む。社会に出ると会社や組織で人

と関わりながらチームですることが多く、与えられた成果を求めて、決められた期限に  答

えを出していくことが求められます。このようなプロジェクトをマネジメントするために必

要なスキルを身につける。①2年時以降の卒業研究にもつながる専門科目の履修に際して必

要となる、文献検索、記事検索の手法を身に着け、COVID-19が社会に与えた影響につい

て、自分の関心領域で情報を集めて、課題を発見する。②三木市避難所運営サポーターに必

要な以下の資質を身につけ、三木市長の委嘱を受ける準備を行う・防災士資格の取得（別途

地域防災減災論を受講）・三木市役所における避難所についての講義・日本赤十字社の関西

ブロック救護合同訓練に参加し、災害現場の負傷者役を務め、実際の災害現場の状況を模擬

体験し、被災現場で自分たちにできること、すべきことについて考えをまとめる。③カンパ

ニープロジェクト（学園祭プロジェクト）学園祭の出店等の企画、準備を通じて、実践的な

ビジネス企画の基本を体験し、組み立てる④インターンシップ等準備インターンシップ先の

各団体の詳細情報を調べる就業体験、社会活動などの学外の活動に対する基本的な知識、マ

ナーをしっかり身につける。

2

経営学部 経営学科 村田昌彦 SMN205-M54 プロジェクトマネジメント演習Ⅲ ①夏学期に取り組んだインターンシップ等(インターンシップ、グローバルスタディ、サービ

スラーニング)の振り返りを行い発表を行います。11月(予定)のインターンシップ報告会の準

備になります。　　②経営学科の学びを確実なものにするために、A:　本学と三木市が締結

した｢避難所運営サポーター｣の協定の要件を満たす、講義、演習を行います。要件を満たし

た学生は、三木市長から「三木市避難所運営サポーター」の委嘱を受けます。lB:　地元緑が

丘地区のﾆｭｰﾀｳﾝ開発を約40年前に行った大和ﾊｳｽ工業株式会社の、高齢化の進むかつてのﾆｭｰ

ﾀｳﾝの魅力づくり、再活性化の取り組み：「住み続ける街へ」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて学び、実際

に住民の話などを聞いた上で、自分たちの意見を集約して、大和ﾊｳｽにプレゼン提案しま

す。④到達確認試験に向けて、これまで学んできた知識を活用して、ケーススタディによる

分析と試験準備を行います。

4

経営学部 経営学科 村田昌彦 SVL101-M03 サービスラーニングＡ 　本学と地元三木市とは成熟社会における、時代の変化に沿った連携を強化すべく、2005年

11月に連携協定を締結した。「防災のまち」を標榜する三木市における市民の防災活動で

は、地元の青山地区を始め、各自治会を中心とした組織により防災訓練が実施されている。

しかし、訓練への参加者数は減少しており、市民の防災意識が高まりつつあるとはいえない

状況にある。　　このプログラムでは、本学に入学して初めて防災を学ぼうとする学生を対

象に、防災についての基礎的な知識や三木市の災害リスクの現状について学び、地元青山地

区の防災訓練の準備段階から自治会と交流を始め、市民参加しやすく役に立つ防災訓練のメ

ニューや運営方法について提案を行い、11月の青山地区の防災訓練で、実際に一つの訓練

ブースを担当して、その運営を担う。　地域の防災訓練の企画運営への参画を通じて、防災

意識の向上及び訓練技能を習得するとともに、地域防災力向上に貢献することを目標とす

る。

1
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 北村正仁 INT106-A82 業界研究 本実習は、企業訪問実習を通じて、業界研究を行う。①各コースの訪問先・研修先企業等の

業務内容とありかたを、自分なりにまとめる②実社会の体験、業界の仕組み、仕事内容を頭

と体で理解する。③自分の適性にあった職業か判断できるようにする。業界研究実習は２年

次から具体化する専門分野の一部を実体験し、その分野が自分に向いているかについて、体

験をすることにより考える機会とする。

2

経営学部 経営学科 北村正仁 MNG212-A01 中小企業論 【目的】この科目は、日本の中小企業の経営をマネジメントの視点から捉えることを目的と

します。【概要】皆さんは「中小企業」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？実

は、日本の企業数の99.7%が中小企業で、66.0%の人が中小企業で働いています。つまり、

中小企業は日本経済にとってとても大きな役割を果たしています。その中小企業の経営を、

経営学（マネジメント）の視点から考えながら学修します。・中小企業とは・中小企業の環

境適応マネジメント・中小企業の資源統合マネジメント日本の中小企業の概況を理解し、社

外環境にいかに対応しているのか、社内資源をいかに活用するのかなど、中小企業経営をマ

ネジメントの視点から考えます。そのうえで、中小企業経営の特徴・課題・可能性を考察し

ていきます。【対象者】次のような将来像を描いている人に薦められる科目です。・大企業

だけでなく中小企業の魅力や可能性を知りたい（将来就職を考えている）・家業の手伝いや

事業継承を考えている（将来中小企業の経営に携わる）・将来は自らの夢を実現するために

「起業」を考えている（起業して経営をやりたい）など

2

経営学部 経営学科 北村正仁 SE2209-Y01 中小企業論 【目的】この科目は、日本の中小企業の経営をマネジメントの視点から捉えることを目的と

します。【概要】皆さんは「中小企業」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？実

は、日本の企業数の99.7%が中小企業で、66.0%の人が中小企業で働いています。つまり、

中小企業は日本経済にとってとても大きな役割を果たしています。その中小企業の経営を、

経営学（マネジメント）の視点から考えながら学修します。・中小企業とは・中小企業の環

境適応マネジメント・中小企業の資源統合マネジメント日本の中小企業の概況を理解し、社

外環境にいかに対応しているのか、社内資源をいかに活用するのかなど、中小企業経営をマ

ネジメントの視点から考えます。そのうえで、中小企業経営の特徴・課題・可能性を考察し

ていきます。【対象者】次のような将来像を描いている人に薦められる科目です。・大企業

だけでなく中小企業の魅力や可能性を知りたい（将来就職を考えている）・家業の手伝いや

事業継承を考えている（将来中小企業の経営に携わる）・将来は自らの夢を実現するために

「起業」を考えている（起業して経営をやりたい）など

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 北村正仁 SMN204-A03 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 【目的】・プロジェクトマネジメントの実践・プロジェクトマネジメントとは、目標や納期

が決められているプロジェクトをどのように企画、推進すれば成功するのか、詳しく計画を

立てて管理、運営していくことといえる。・この授業では、1年生秋学期にプロジェクトマ

ネジメントとPBL（Project Based Learning）学習に取り組んだ「プロジェクトマネジメン

ト演習Ⅰ」の次の段階として、PBL学習によるプロジェクトマネジメントの実践に取り組ん

でいく。【概要】・授業では具体的なプロジェクトとして、創造的問題解決（マネジメント

事例）、インターンシップの準備に取り組む。・創造的問題解決については、実際のケース

を用いて経営課題の構造、原因、解決案の策定の一連の流れをグループワークを通じて学び

発表を行う。・インターンシップの準備については、夏学期でのインターンシップに対応す

るための事前準備、事前学習を行う。単にビジネスマナーを学ぶだけではなく、受け入れ先

企業が求める自己分析や志望動機の作成と磨きこみ、業界研究、企業研究等の事前学習を行

う。・各学生はインターンシップ中の個人目標を設定し、その目的遂行のための活動指針等

を立て、効果的なインターンシップにするための事前学習をプロジェクトとして取り組

む。・インターンシップ終了後は活動のまとめと振り返りを作り、秋学期のプロジェクトマ

ネジメント演習Ⅲにつなげていく。

2

経営学部 経営学科 堀上 明 INT203-A73 インターンシップⅠ 【目的】学内での学習成果としての専門知識やスキルについて、インターンシップを通して

特定の業種・業界のビジネスの現場で実践し、その有効性を確認する。また、現実社会にお

ける様々な経済現象を、今後の大学での学習にフィードバックする。【概要】授業は「事前

学習」、「実習」、「事後学修」という3つの内容からなる。・事前学習 ・・受入企業及び

業務の内容を調べて理解し、実習の現場で必要とされるビジネスマナー、その他必要なスキ

ルを習得する。また、実習により達成すべき課題を作成する。・実習 ・・各企業の受入担当

者の指導に基づき実施される。（感染症の動向や受入れ企業、組織の要望次第で遠隔で実施

する場合もある）。訪問でも遠隔でも実習での欠席と遅刻は厳禁。・事後学習・・実習を

行った各業務がどのような役割を担っているのかについて分析し、それぞれの業務に関する

成功要因と失敗要因をまとめる。さらに問題解決のための情報を整理し、秋学期PM演習Ⅲ

に向けてプレゼンを作成する。

2

経営学部 経営学科 堀上 明 MNG101-A01 経営学概論 ■目的　本科目では、経営学の各専門領域を本格的に学ぶ前段階として、経営学の全体像を

学習します。■概要　経営学は、組織のマネジメントを扱う経営学分野、組織間の取引関係

を扱う商学分野、経営を会計数字という視点から捉えようとする会計学分野に分けることが

できます。本科目では、経営学分野を学習します。商学分野は「マーケティング」という科

目で学習しますので割愛します。会計学分野についても触れることができません。「商業簿

記」や「財務会計論」等の個別の科目で学習してください。　３０回の授業のうち前半は教

科書に沿って基礎知識を学びます。後半では日経ビジネスの記事を使った事例研究で経営課

題の実例を学びます。

4
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 堀上 明 MNG201-A51 経営戦略論 ■目的　経営学の代表的な研究領域のひとつである、経営戦略論について学びます。■概要

経営戦略論の歴史は60年ほどで、そもそも100年ほどしか歴史のない経営学の中ではさらに

歴史が浅い分野です。しかし、現代の企業経営において非常に重要な位置を占めています。

変化の激しい時代の中で企業が継続的に発展するためには戦略が必要不可欠となっているか

らです。経営戦略における様々な手法を身近な事例を用いて学習し、理解を深めます。

2

経営学部 経営学科 堀上 明 MNG202-A51 経営組織論 ■目的　経営学の代表的な研究領域のひとつである、経営組織論について学びます。■概要

経営組織論は、経営学における代表的な研究分野の１つであると同時に学生のみなさんに

とっても非常に身近な分野でもあります。大学は組織です。部活も組織でしょう。企業も組

織です。人はほぼ間違いなく何らかの組織に所属して活動しているのです。　経営組織を研

究対象とする場合、組織を研究単位とするいわゆる経営組織論と、人を研究単位とする組織

行動論とがあります。本学経営学部には組織行動論の授業がありませんので、経営組織論と

ベースとしながら、組織行動論のテーマも扱います。　この授業では「対話型鑑賞」という

授業方法を用います。対話型鑑賞は、元は美術鑑賞の手法として生まれたものですが、非常

に応用範囲が広く、それをこの授業でも用います。

2

経営学部 経営学科 堀上 明 MNG211-A51 サービス企画論 ■目的　サービス企画の基礎について学びます。■概要　企業が顧客に提供するアウトプッ

トには、形のある「モノ」と、形のない「サービス」とがあります。またサービスにも様々

な種類のサービスがあります。サービスの事例をとりあげて企業がサービスを提供するため

に必要となることについて理解を深めます。

2

経営学部 経営学科 堀上 明 MNG302-A01 コンプライアンス ■目的　企業不正の事例をもとに、コンプライアンスの重要性について学びます。■概要

コンプライアンスとは、一般に「法令遵守」のことですが、法律さえ守っていれば何をやっ

てもよい、ということにはなりません。違法でなくても社会から批判を浴びることもありま

す。コンプライアンスで問題を起こすと、企業はそれまで培ってきた信頼を一瞬のうちに失

うこととなり、結果として企業の存続自体ができなくなることさえあります。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 堀上 明 SMN204-A01 プロジェクトマネジメント演習Ⅱ 【目的】・プロジェクトマネジメントの実践・プロジェクトマネジメントとは、納期が決め

られているプロジェクトをどのように企画、推進すれば成功するのか、詳しく計画を立てて

管理、運営していくことといえる。・この授業では、1年生秋学期にプロジェクトマネジメ

ントとPBL（Project Based Learning）学習に取り組んだ「プロジェクトマネジメント演習

Ⅰ」の次の段階として、PBL学習によるプロジェクトマネジメントの実践に取り組んでい

く。【概要】・授業では具体的なプロジェクトとして、創造的問題解決、インターンシップ

の準備に取り組む。・創造的問題解決については、実際のケースを用いて経営課題の構造、

原因、解決案の策定の一連の流れをグループワークを通じて経験する。・インターンシップ

の準備については、夏学期でのインターンシップに対応するための事前準備、事前学習を行

う。単にビジネスマナーを学ぶだけではなく、受け入れ先企業が求める自己分析や志望動機

の作成と磨きこみ、業界研究、企業研究等の事前学習を行う。また各学生はインターンシッ

プ中の個人目標を設定し、その目的遂行のための活動指針等を立て、効果的なインターン

シップにするための事前学習をプロジェクトとして取り組む。更にはインターンシップ終了

後は活動のまとめと振り返りを作り、秋学期のプロジェクトマネジメント演習Ⅲにつなげて

いく。

2

経営学部 経営学科 堀上 明 SMN401-A12 卒業研究 ■目的　４年間の学習の総仕上げとして卒業研究を実施し、その成果物として卒業論文の執

筆をおこなう。■概要以下の要領で各自で進め、ゼミで発表する。卒業研究は学生が自分で

おこなうものなので、教員は支援に徹する。(1)研究テーマを決める。経営学に関するもので

あれば特に限定はしない。(2)研究計画を立案し、スケジュールを立てる。(3)先行研究レ

ビューを実施する。(4)データを収集、分析し、結果に対する考察をする。 (5)論文執筆と発

表をおこなう。

4

経営学部 経営学科 本田あけみ BRI304-A51 ビューティ・コーディネーター論 講義概要この授業では、９兆円と推定されるビューティビジネスの市場規模（サロンビジネ

ス、コスメティックビジネス、ブライダルビジネス）において、将来ビューティ業界を目指

す学生のためのビジネス教育として「ビューティ・コーディネーター」の基礎を修得する。

2

経営学部 経営学科 本田あけみ BRI305-A01 コスメティック論 この講義はビューテイビジネスの中核にある化粧品ビジネスの本質を探究するものです。化

粧品事業の主な特長は「ビューテイビジネスの主役である女性へのマーケテイング」を究め

「女性の生き方・美しさ」を常に提案してきたことです。その経営やマーケテイングへの理

解を深めるために、化粧品の歴史や商品概況を知り、化粧品ビジネス以外にも適用できる能

力の養成を目指します。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

経営学部 経営学科 本田あけみ CRE202-A52 仕事とキャリア形成Ⅱ ■概要本講義では、実際に社会人として企業や団体等で業務を遂行する上で、当然必要とさ

れるであろう基礎的な能力を振り返る。１　自己分析と自己PR「仕事とキャリア形成Ⅰ」を

振り返り、就職活動において求められる自己PRのプレゼンテーションを行うことができる。

2.履歴書とエントリーシート作成することができる。就職活動において必要な履歴書とエン

トリーシートを作成する。３．基礎学力の確認就職活動においては、時にSPI等の基礎学力

検査によって、社会人として最低限の思考力、一般教養等が問われる。この種の学力検査に

ついては、出題傾向を事前に研究し、試験の形式に慣れることで対処可能な部分も多い。非

言語スコアをアップさせる。尚、この授業はSDGs８のゴール、「包括的かつ持続可能な経

済成長及びすべての人々の完全かつ生涯的な雇用と働き甲斐のある人間らしい（ディーセン

トワーク）を促進する」に関連しています。

2

経営学部 経営学科 李容淑 TOU209-A51 インバウンドツーリズム産業論 インバウンドツーリズムとは何か、日本経済におけるインバウンドツーリズムの重要性を理

解し、インバウンドツーリズム産業全体を経営学視点において把握をする。インバウンド

ツーリズムは、成長著しいアジアをはじめとする世界の需要を取り込むことによって、人口

減少・少子高齢化が進展する 日本において、交流人口の拡大によって地域の活力を維持し、

社会を発展させることに大きく貢献する。また、インバウンドツーリズム産業の核となる旅

行業、宿泊業、輸送業、航空・空港業、お土産販売業、フードビジネス業等について、マク

ロ視点から、それぞれの業界の特徴と問題点の考察した上で、個々の企業をミクロ的な問題

をとりあげ、その企業経営のあり方や、将来展望を模索するものとする。インバウンド観光

産業は毎年成長し、2019年には訪日外国人旅行客が３,１88万人を突破し、消費額は４兆６

千億円にも到達して、毎年最高記録を立てている。特に2021年、東京オリンピックを越え関

西地域には、2025年の世界万博の開催が大阪地域に誘致する計画を控えている。ところが、

最近世界に拡散するCOVID-19の影響で観光産業が大打撃を受けている中、この危機を乗り

越えて、ポストコロナを対応する新戦略への大転換の必要である。その時代に合わせた専門

知識を持つ人材が必要であろう。この講義では日本政府が主導する日本の未来を支える重要

国家産業として専門家育成戦略に従う『インバウンド主任者実務認定試験』を目指して徹底

的な授業を実施します。

2

経営学部 経営学科 合計 79
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 伊藤尚子 SMN401-M20 卒業研究 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に必

要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。学生が各自の関心に基づき選択した実践

看護学選択分野、国際看護分野、助産看護学選択分野、あるいは公衆衛生看護学選択分野に

おいて履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看護学選択（基礎、急性、慢

性、精神、小児、母性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域を選択する。本科目では、

研究を知ること、及び看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について研究手法を用い

て解決することを目的とする。

4

保健医療学部 看護学科 遠藤俊子 SMN401-M09 卒業研究 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研究に必

要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。学生が各自の関心に基づき選択した実践

看護学選択分野、国際看護分野、助産看護学選択分野、あるいは公衆衛生看護学選択分野に

おいて履修する科目である。なお実践看護学選択分野は8実践看護学選択（基礎、急性、慢

性、精神、小児、母性、老年、在宅）で構成され、学生は1領域を選択する。本科目では、

研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について研究手法を用

いて解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研究プロセスを学

ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 横山利枝、中島登美子、本田真也 NHF301-M03 小児看護学実習 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響

を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。

2

保健医療学部 看護学科 岩下真由美 FYE101-M06 初年次セミナー この科目は、本学の初年次教育を代表するものである。科目担当者はアドバイザーであり、

学生メンター（上級生）がサポートをしながら授業を運営する。初年次セミナーの大きな役

割は、高校から大学へのスムーズな移行であり、学習面、対人関係面においていち早く大学

に適応してもらうことである。具体的には、次の3つの目的が挙げられる。１．リーディン

グ・ライティングの基礎について学ぶ。具体的には新聞の記事を検索し、その記事        を要

約し、記事に対しての自分の考えを記述する練習を行う。２．これからの学修に必要なクリ

ティカルシンキングの基礎を学ぶ。具体的には、テーマについて        グループで議論を重

ね、その成果をプレゼンテーション（発表）する。３．キャリアプランを立てるためのスキ

ルを身につける。具体的には自己の強みや傾向を考えた        り、看 護専門職としてのマ

ナーについて学んだり、看護専門職者（保健師・助産師・看護師）        の話を参考にして、

目標に向かって努力していくことの必要性について考えをまとめたりする。

1

保健医療学部 看護学科 久井志保、中世古恵美、松田宣子 NCH402-M01 公衆衛生看護活動展開演習 【目的】本科目は主として行政保健師として働く上で必要な知識と技術を獲得することを目

的とします。【概要】具体的には、保健活動におけ基盤となる法律、政策、制度をまず理解

し、それをもとにした保健師活動の基本的知識を学びます。また、後半は、保健師活動上必

要な基本的技術の中から主として健康診査、家庭訪問、健康教育に絞って演習を実施し、実

習時に個々の学生が実際に適用できるなることを目指します。　加えて、産業保健活動及び

養護教諭の活動の基礎を学び産業保健実習及び学校保健実習での学びに必要な知識を獲得す

ることを目指します。

3
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 原本久美子 SMN401-M23 卒業研究 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必要

な基礎的能力を身につけることをねらいとする。　　　　学生が各自の関心に基づき選択し

た実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは公衆衛生看護学選択分野において履

修する科目である。なお実践看護学選択分野は8実践看護学選択（基礎、急性、慢性、精

神、小児、母性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域を選択する。　本科目では、研究

を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について研究手法を用いて

解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研究プロセスを学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 原本久美子、谷口由佳、沼本教子 NAD405-M09 統合看護実習 　実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が

関心のある１分野（実践看護学選択分野では1領域）を選択し、看護実践現場における学習

を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専

門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。

各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技術・

態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場に応

じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働におけ

る看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 原本久美子、谷口由佳、沼本教子、八木良子NCH311-M01 老年看護学実習 高齢者施設および病棟での臨地実習を通して老年期にある対象の加齢に伴う身体的・心理

的・社会的変化の特徴と、人生の統合期である発達課題を理解し、対象に応じた看護実践能

力を養うことを目的とする。高齢者施設では、認知症をもつ高齢者への環境ケアとコミュニ

ケーションのあり方を学ぶ。病院実習では、老年期という発達段階にある受け持ち患者を総

合的に理解し、病態と対象者が有する資源とを結び付け、生活機能の再構築の観点からの看

護過程を学ぶ。さらに、実習を通して高齢者を取り巻く保健・医療・福祉分野の多職種との

連携の実際と看護の役割の理解、及び高齢者の自尊心や価値観を尊重する態度の修得と自己

の老年観を養うことを目指す。学内演習では臨地実習に必要な看護技術の演習、記録用紙を

用いた受け持ち患者の情報整理、アセスメント～関連図～看護計画の立案・整理と、臨地実

習の学びの振り返りを行う。

3

保健医療学部 看護学科 広沢俊宗 PSY109-M01 心理学基礎 本講義では心理学の基礎と看護実践への活用のためのストレスマネジメントを学ぶ。人間の

心理や行動の一般法則を知ることにより、看護をする自分について理解を深め、看護を受け

る側について理解を深める。

1

保健医療学部 看護学科 溝畑剣城 SMN401-M27 卒業研究 看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必要

な基礎的能力を身につけることを目的とする。具体的には、看護に関わる学習過程の中で芽

生えた疑問から研究テーマを導き、研究手法を用いて解決を図る、一連の研究プロセスを学

ぶ。　学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、ある

いは公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお、実践看護学分野は9実践

看護学（基礎、急性、慢性、精神、小児、母性、老年、在宅、国際）で構成され、学生は1

領域を選択する。

4
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 高見沢恵美子 SMN401-M11 卒業研究 【目的】　看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護

研究に必要な基礎的能力を身につけること。【概要】　　学生が各自の関心に基づき選択し

た実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは公衆衛生看護学選択分野において履

修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看護学選択（基礎、急性、慢性･が

ん、精神、小児、母性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域を選択する。　本科目で

は、研究を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について研究手法

を用いて解決を図り、疑問から研究テーマを導き、一連の研究プロセスを学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 高見沢恵美子、岩下真由美、岡光

京子、白石夕起子、野村浩、森一

恵

NAH205-M51 急性・慢性看護技術演習 【目的】　健康状態の急激な変化により生命の危機状態にある、あるいは慢性疾患や障害と

ともに生活している成人患者・家族の最適な健康状態の回復・維持に働きかけるための看護

援助に関する知識・技術を習得することを目指す。【概要】  周手術期に関する技術、呼

吸・循環機能、代謝機能を維持促進するための看護技術およびフィジカルアセスメント技術

について学修する。　それぞれ授業で技術のロールプレイを行うため、事前に技術実施に必

要な内容について課題を課します。課題については、指定された日に授業で資料を配布し説

明する。課題について自己学習でレポートを作成し、授業で技術を実施し、グループメン

バーからフィードバックを得る、技術に関するアクティブラーニングを行う。

1

保健医療学部 看護学科 高見沢恵美子、野村浩、森一恵 NAD405-M04 統合看護実習 【目的】　実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学

生個々が関心のある１分野（実践看護学選択分野では1領域）を選択し、看護実践現場にお

ける学習を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。ま

た、看護専門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねら

いとする。【概要】　各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の

看護学の知識・技術・態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チーム

の一員として、場に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、

多職種との協働における看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについ

て学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 松原まなみ、今福恵子、中野康子 NAD405-M08 統合看護実習 ≪目的（全領域共通）≫これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成

するとともに、看護専門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にす

る。＜目的（在宅看護学領域）＞地域包括ケアシステムにおけるチームの一員として、地域

で療養している人々に対する支援のあり方を学ぶ。また、看護専門職者として、自己の看護

観・課題を明らかにすることができる。＜概要（在宅看護学領域）＞地域包括ケアシステム

の一員として、地域で療養している対象に必要な支援を行う。地域包括ケアシステムにおけ

る多職種との連携と看護専門職者としての機能・役割を学ぶ。

4
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 松田宣子、中世古恵美 NCH313-M51 個人・家族・集団・組織の支援活動

論

今看護職の役割は、病院完結型と言われる施設（病院）内に限定した役割から、地域完結型

という地域を基盤としたケアシステムにおける役割へ転換する時期にあります。このために

は、病気をもつ人を「患者」として捉えるだけでなく、「地域で生活する人」として捉え直

すことを求められています。退院時の指導という点としてのかかわりだけでなく、その後の

切れ目のない生活の支援が求められます。このために本講義では、地域で予防や健康増進に

必要な個人のセルフケア能力の向上、また個人だけではなく家族力のアセスメントと支援、

そして地域ケアシステムの一員としての看護職の行う連携について、理論の要点と実践の基

礎を身につけることを目指します。また、この科目は保健師課程を選択する学生においては

今後の専門的知識を学ぶ上での基礎となります。

2

保健医療学部 看護学科 松田宣子、中世古恵美、久井志保 NCH219-M01 公衆衛生看護学概論 【目的】この科目は、公衆衛生看護活動に必要な基本的考え方及び知識を習得することを目

的とします。【概要】個人・家族の疾病予防や健康回復に対する支援だけでなく、それら個

人・家族の住む地域あるいはコミュニティ全体の健康の向上を目指すのが公衆衛生です。こ

のため、公衆衛生看護で必要な知識や用いる技術は臨床看護とは同じではありません。そこ

で、本科目では公衆衛生看護の目指すことや支援の特徴について概説し、自分の身近な問題

を振り返りながら、公衆衛生看護の視点から社会現象や身の回りの課題を捉える能力の獲得

を目指します。

2

保健医療学部 看護学科 松田宣子、中世古恵美、久井志保 NCH404-M01 公衆衛生看護学実習 【目的】保健所・市町村実習：保健所及び市町保健センターでの行政保健師の活動の場への

参加をとおして、公衆衛生看護活動における実践にに必要な基礎的能力を獲得する。産業保

健実習：産業保健活動の対象となる人々（労働者）とその家族の健康と安全を保持増進する

ための保健活動と産業保健における看護専門職の役割と機能、求められる能力について理解

する。学校保健実習：学校教育活動の一環である学校保健活動および養護教諭の職務の内容

を知り、発育発達過程にある児童生徒に応じた保健教育、保健管理について理解する。【概

要】公衆衛生看護学実習は主たる活動の場である１）保健所・市町村、２）産業保健、３）

学校保健の３箇所で実習を行います。この実習に統合看護実習（公衆衛生看護学分野）を合

わせて、保健師として活動する上で必要な実践的知識と技術の獲得を目指します。

4

保健医療学部 看護学科 森一恵、岡光京子、高見沢恵美子 NAH101-M51 成人健康看護学概論 【目的】対象への看護に有用な概念および理論について学ぶことを目的とする。【概要】看

護専門職者、とくに看護師、保健師活動において対象とする成人期にある人々の身体・心

理・社会的特徴、健康問題の特徴について学修を深める。この科目では、成人期にある人の

健康の維持・増進や疾病からの回復を促進するための健康レベルに応じた看護実践に関わる

基本概念を修得することをねらいとする。

1
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 森一恵、岡光京子、高見沢恵美子 NAH201-M01 成人健康看護学概論 目的看護専門職者、とくに看護師、保健師活動において対象とする成人期にある人々の身

体・心理・社会的特徴、健康問題の特徴について学修を深め、対象への看護に有用な概念お

よび理論について学ぶことを目的とする。　概要この科目では、成人期にある人の健康の維

持・増進や疾病からの回復を促進するための健康レベルに応じた看護実践に関わる基本概念

や基礎知識を修得できるよう、成人看護学領域で活用する看護理論、看護モデルなどを学修

します。臨床で対象者を理解するための考え方の基本を身につけ、看護師としての多様な視

点を養います。

2

保健医療学部 看護学科 森一恵、今福恵子、櫻井信人 NFN105-M01 看護倫理Ⅰ 【目的】この科目は、看護師として活動する際、必要な倫理観を身につけることを目的とし

ます。【概要】具体的には、自分の生活や経験の中で看護師として求められる基本的な価値

観や考え方を講義と演習を通して患者にとってよりよいことは何か」を考えます。看護倫理

の基礎を学び、実際の看護場面において倫理の原則を考え行動できるための基礎的能力を身

につけ、看護の専門職者として、倫理の原則、看護ケアと倫理、日本人の文化・価値などを

踏まえて看護と権利、パターナリズム、アドボカシー、インフォームド・コンセント、守秘

義務、内的規範と外的規範（法律）、看護活動と倫理のあり方を学びます。またＩＣＮの看

護師の倫理綱領と日本看護協会の看護師の倫理綱領については、看護師の倫理指針であるこ

とから、事例を用いて学びます。

1

保健医療学部 看護学科 西村美登里、櫻井信人、溝畑剣城 NAH303-M01 精神看護学実習 【精神看護学実習の目的】１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこ

れまでの人生や生活を理解した上で必要な援助を実践する。２）精神の健康に障害のある人

がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシステムを理解する。３）関係性

を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生かしながら

看護を実践する。　　【精神看護学実習の概要】精神科病院で実習を行なう予定である。実

習では、学生は原則として１人の患者を受け持ち、これまでの講義で培った知識と技術を展

開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを振り返ることを通して、看護上の問題点や目

標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習で体験したことをカンファレンスでの他の学

生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究する。これらの実習の場で学習したことを通

して議論し、実習目標に照らして各自が学習内容を統合する。

2

保健医療学部 看護学科 西村美登里、櫻井信人、溝畑剣城 NAH303-M02 精神看護学実習 【精神看護学実習の目的】１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこ

れまでの人生や生活を理解した上で必要な援助を実践する。２）精神の健康に障害のある人

がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシステムを理解する。３）関係性

を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生かしながら

看護を実践する。　　【精神看護学実習の概要】精神科病院で実習を行なう予定である。実

習では、学生は原則として１人の患者を受け持ち、これまでの講義で培った知識と技術を展

開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを振り返ることを通して、看護上の問題点や目

標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習で体験したことをカンファレンスでの他の学

生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究する。これらの実習の場で学習したことを通

して議論し、実習目標に照らして各自が学習内容を統合する。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 谷口由佳 SMN401-M24 卒業研究 【目的】　看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護

研究に必要な基礎的能力を身につけることを目的とする。【概要】　具体的には、看護に関

わる学習過程の中で芽生えた疑問から研究テーマを導き、研究手法を用いて解決を図る、一

連の研究プロセスを学ぶ。　学生が各自の関心に基づき選択した実践看護学選択分野、助産

看護学選択分野、あるいは公衆衛生看護学選択分野において履修する科目である。なお、実

践看護学分野は9実践看護学（基礎、急性、慢性、精神、小児、母性、老年、在宅、国際）

で構成され、学生は1領域を選択する。

4

保健医療学部 看護学科 谷口由佳、沼本教子、原本久美

子、八木良子

NCH215-M01 老年健康看護学概論 【目的】この科目は、老年期を生きる人の理解を深め、その健康と暮らしを支える老年看護

の基本となる知識を身につけることを目的とする。【概要】高齢者の特徴を身体的、心理・

精神的、社会的側面から捉え、それらが高齢者の生活にどのような影響をもたらしているの

かを理解する。また、高齢者を取り巻く保健医療福祉の現状と課題を学び、超高齢社会にお

ける老年看護の役割と責務について考察する。

2

保健医療学部 看護学科 中世古恵美、久井志保、松田宣子 NCH403-M01 公衆衛生看護管理論 【目的】本科目は、行政保健師の行う地区診断の基本的考え方・知識・技術を習得すること

を目的とします。【概要】本科目では保健師活動の基礎となる地域診断（コミュニティ・ヘ

ルス・アセスメント）の理論と技術について学びます。地区診断とは保健所及び市町村など

の行政の場で働く保健師に必須の専門技術として位置付けられています。保健師として地域

の健康課題を明らかにし、そのニーズにあった保健事業及び保健政策を企画する能力です。

本科目ではこの地域診断の技術を獲得するために、講義と演習（個人ワーク・グループワー

ク）を通し、モデル地区（市町レベル）及び実際に実習を行う地区（市町レベル）について

主として二次データをもとに演習を行い、地域集団の健康課題を明確にするための情報の収

集方法と分析方法を学びます。尚、本科目の演習の結果は公衆衛生看護学実習の際の基礎資

料となります。実習ではこれらの二次データの情報に一次データ（観察及びインタビューか

ら得られる情報）を加え、健康課題を解決するための保健事業を企画することで、地域診断

を完成させていきます。

2

保健医療学部 看護学科 中島登美子 SMN401-M14 卒業研究 　看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必

要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。　　　　学生が各自の関心に基づき選択

した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは公衆衛生看護学選択分野において

履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看護学選択（基礎、急性、慢性、精

神、小児、母性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域を選択する。　本科目では、研究

を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について研究手法を用いて

解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研究プロセスを学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 中島登美子、横山利枝、本田真也 NHF301-M01 小児看護学実習 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響

を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。

2

保健医療学部 看護学科 中島登美子、横山利枝、本田真也 NHF301-M02 小児看護学実習 発達過程にある子どもと家族の健康生活を踏まえ、病気や障害が子どもと家族に及ぼす影響

を理解し、必要な看護を実践できる基礎的能力を修得できる。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 中島登美子、本田真也、横山利枝 NHF201-M01 小児健康看護学概論 小児看護の対象となる子どもと家族、それを取り巻く環境、子どもの成長発達と健康につい

て考えることを通じて、小児看護を実践していくための基本となる知識と技術を学ぶ。

2

保健医療学部 看護学科 中島登美子、有本梨花、岩下真由

美、今福恵子、伊藤尚子、蛭子真

澄、遠藤俊子、岡光京子、小河原

みゆき、黒田葉子、楠本真生、櫻

井信人、齋藤益子、白石夕起子、

高見沢恵美子、谷口由佳、中世古

恵美、中野康子、中島通子、西村

美登里、沼本教子、野村浩、原本

久美子、久井志保、本田真也、松

田宣子、松原まなみ、溝畑剣城、

森一恵、八木良子、横山利枝

NAD403-M01 看護研究方法 【概要】看護研究の目的と必要性を理解し、研究に関する基礎的な知識・方法を習得する。

看護研究の意義、文献検索方法、研究計画書の作成方法、調査方法について学修する。

2

保健医療学部 看護学科 中野康子、今福恵子、松原まなみ NCH312-M01 在宅看護学実習 【実習目的】地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、生活の場における看護支

援に　ついて学ぶ。また、地域包括ケアシステムにおける看護の役割について学ぶ。

1

保健医療学部 看護学科 中野康子、今福恵子、堀口和子、

松原まなみ

NCH217-M01 在宅看護学概論 この科目は、在宅看護について基礎的知識を身につけることを目的とします。具体的には、

在宅看護の歴史や在宅看護が必要とされる社会的な背景を踏まえ、在宅看護の概要と対象、

活動の場、活動方法の特徴、および在宅看護の役割と課題を学びます。

2

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄 NFN101-M01 基礎看護学概論 看護学のメタパラダイムである、人、健康、環境、看護に関する理解を深め、看護観の基盤

を構築することをねらいとする。看護の概念、看護の歴史、主要な看護モデル・理論、生命

の尊厳と人権の尊重、看護専門職者に求められる役割・機能、倫理的感受性と看護倫理につ

いて学習する。また、看護学教育の歴史的・制度的背景をふまえ、看護の質を高め、看護専

門職者としてのキャリア発達を促す看護教育の在り方についても学ぶ。

2

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄 SMN401-M13 卒業研究 　看護の課題を研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すと共に、看護研究に必

要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。　　　　学生が各自の関心に基づき選択

した実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、あるいは公衆衛生看護学選択分野において

履修する科目である。なお実践看護学選択分野は８実践看護学選択（基礎、急性、慢性、精

神、小児、母性、老年、在宅）で構成され、学生は１領域を選択する。　本科目では、研究

を知ること、および看護に関わる学習過程において芽生えた疑問について研究手法を用いて

解決を図ることをねらいとする。疑問から研究テーマを導き、一連の研究プロセスを学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生 NFN102-M51 基礎看護方法論 看護の基盤となる看護技術の基本的な考え方、および看護技術の実践において基盤をなす方

法論について理解し、基本的な看護技術に関する知識・技術を習得することをねらいとす

る。具体的には、看護の対象となる人々と援助的人間関係の構築、療養環境を整えるための

援助、ヘルスアセスメントにかかわる基本技法について学習する。

2
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生 NFN106-M51 基礎看護方法論(フィジカルアセスメ

ント）

看護の対象となる方の身体状態を把握する意義と重要性を理解し、系統的に観察・評価を行

うための看護技術の習得を目指す。講義・視聴覚教材の視聴、デモンストレーション見学、

患者役・看護師役のロールプレイを実施し、主に、呼吸・循環に関するアセスメント、消化

器系に関するアセスメント、脳神経系に関するアセスメント、運動器系に関するアセスメン

ト等を通して、フィジカルアセスメントの基本技術について学習する。

1

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生、

福西さだ子

CNP102-M71 基礎看護学実習Ⅰ（早期体験実習） 早期体験学習として位置づけ、看護専門職者となるための学習の動機づけを図ることをねら

いとする。医療施設において、病棟や外来などの看護実践の場に赴き、療養環境を把握する

とともに、対象者の療養・診療の援助、自立の援助などの看護活動を見学・学習し、対象の

健康ニーズと対応する看護専門職者の役割・機能について理解を深め、学習の方向性と在り

方を探求し、今後の自己の学習目的を定める。

1

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生、

福西さだ子

NAD405-M03 統合看護実習 　実践看護学選択分野、助産看護学選択分野、公衆衛生看護学選択分野のうち、学生個々が

関心のある１分野（実践看護学選択分野では1領域）を選択し、看護実践現場における学習

を通して理論と実践の統合、ならびに看護観を育成することをねらいとする。また、看護専

門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることをねらいとする。

各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設において、既習得の看護学の知識・技術・

態度に基づき患者・利用者、集団と関わり、臨地における医療チームの一員として、場に応

じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護活動を通して、多職種との協働におけ

る看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生、

福西さだ子

NFN103-M51 基礎看護技術Ⅰ（生活援助） あらゆる看護援助の基盤となる安全・安楽な療養生活を支援するための看護技術の習得を目

指す。講義、視聴覚教材の視聴、患者役・看護師役のロールプレイを通し、食生活や排泄を

整えるための援助、清潔や衣服を整えるための援助、活動・休息の援助等に係る看護技術を

学習する。

1

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生、

福西さだ子

NFN104-M51 基礎看護技術Ⅱ（治療援助） 療養を支えるための診療補助行為に関わる基本的な看護技術の習得を目指す。講義、視聴覚

教材の視聴、デモンストレーション見学、患者役・看護師役のロールプレイを通し、感染予

防に関わる援助技術や、薬物療法に関わる援助技術等について学習する。

1

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生、

福西さだ子

NFN107-M51 基礎看護技術Ⅰ（生活援助） あらゆる看護援助の基盤となる、安全・安楽な療養生活を支援するための看護技術の習得を

目指す。講義、視聴覚教材の視聴、デモンストレーション見学、患者役・看護師役のロール

プレイを実施し、主に、環境を整えるための援助、食生活や排泄を整えるための援助、清潔

や衣服を整えるための援助、活動・休息に関わる援助等を通して、安全・安楽、自立を目指

した看護技術を学習する。また、看護の対象となる人々との援助的人間関係の構築について

探求する。

2
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生、

福西さだ子

NFN201-M01 基礎看護技術Ⅲ（看護過程） 健康上の問題や障害をもつ人々の生活上のニーズや諸問題を明らかにし、その解決に向け的

確な援助を提供するための系統的思考プロセスである看護過程の意義を理解し、具体的な展

開方法の習得を目指す。具体的には、紙上事例をとりあげ、看護実践上の科学的根拠として

用いられる代表的な看護理論を用いて、アセスメントから評価に至る一連の看護過程展開技

術を学習する。

1

保健医療学部 看護学科 蛭子真澄、黒田葉子、楠本真生、

福西さだ子

NFN202-M81 基礎看護学実習Ⅱ（看護援助過程） 健康障害により日常の生活援助を必要とする患者に対して、既習の看護学の知識・技術・態

度を適用・応用し、患者を総合的に理解して、個別的な看護活動を実施するための基礎的能

力を習得することを目標とする。１名の患者を受け持ち、患者と援助的人間関係を築き、安

全・安楽に基づく看護過程を展開するプロセスについて学ぶ．

2

保健医療学部 看護学科 本田真也、中島登美子、横山利枝 NAD405-M02 統合看護実習 【統合看護実習の目的】　実践看護学選択分野、助産学分野、公衆衛生看護学分野の中から

1分野を選択し、これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成すると

ともに、看護専門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明確にする。【統

合看護実習（小児看護）の目的】　疾病や障害をもって生活をしている子どもと家族への看

護援助を行うことを通じて、これまでに学習した看護学の知識・技術・態度を統合し、看護

観を育成するとともに、看護専門職者としての自己のキャリア開発に向けて個人の課題を明

確にする。【統合看護実習の概要】　各看護学選択分野の教育内容に適した病院、施設にお

いて、既修得の看護学の知識・技術・態度に基づき患者・利用者・集団と関わり、臨地にお

ける医療チームの一員として、場に応じた看護援助を実施する。また保健医療に関する看護

活動を通して、多職種との協働における看護専門職者の役割・機能と保健医療福祉の関係や

システムについて学ぶ。【統合看護実習（小児看護）の概要】　小児専門病院において、既

習得の看護学の知識・技術・態度に基づき病気や障害をもった子どもとその家族と関わり、

医療チームの一員として、看護援助を実施する。また、隣地における看護活動や障害児

（者）施設における見学実習を通して、多職種との協働における看護専門職者の役割・機能

と保健医療福祉の関係やシステムについて学ぶ。

4

保健医療学部 看護学科 本田真也、中島登美子、横山利枝 NHF202-M51 小児看護援助論 【授業の目的】　健康問題・障害を持つ子どもと家族について、さまざまな病期、発達段階

にある子どもと家族に対する看護の方法を身につける。【授業の概要】　健康問題・障害を

持つ子どもと家族への看護展開の方法を個人またはグループで実際に事例の展開を行うこと

を通して学ぶ。また、子どもの日常生活援助や治療援助についての技術演習を実施し、小児

看護を実践するための技術について学ぶ。

2

保健医療学部 看護学科 櫻井信人、西村美登里、溝畑剣城 NAD405-M07 統合看護実習 本実習の目的は、これまで学習した看護の知識とスキルの統合ならびに看護観を育成すると

ともに、看護専門職者としての自己キャリア開発に向けて個人の課題を明確にすることであ

る。概要は、2022年度統合看護実習要項（精神看護学）を参照すること。

4
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 櫻井信人、西村美登里、溝畑剣城 NAH206-M01 精神健康看護学概論 目的：本授業では、精神保健福祉、精神の健康概念、精神看護の基盤となる諸理論を理解

し、精神看護の実践に向けた基礎的知識を習得することを目的としている。概要：精神看護

の基盤となすコミュニケーション、援助関係の構築、治療的アプローチ、治療的環境、法

律、精神保健福祉の対象・領域・活動内容と多職種連携について学ぶ。

2

保健医療学部 看護学科 櫻井信人、西村美登里、溝畑剣城 NAH303-M03 精神看護学実習 【精神看護学実習の目的】１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこ

れまでの人生や生活を理解した上で必要な援助を実践する。２）精神の健康に障害のある人

がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシステムを理解する。３）関係性

を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生かしながら

看護を実践する。　　【精神看護学実習の概要】精神科病院で実習を行なう予定である。実

習では、学生は原則として１人の患者を受け持ち、これまでの講義で培った知識と技術を展

開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを振り返ることを通して、看護上の問題点や目

標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習で体験したことをカンファレンスでの他の学

生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究する。これらの実習の場で学習したことを通

して議論し、実習目標に照らして各自が学習内容を統合する。

2

保健医療学部 看護学科 櫻井信人、西村美登里、溝畑剣城 NAH303-M04 精神看護学実習 【精神看護学実習の目的】１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこ

れまでの人生や生活を理解した上で必要な援助を実践する。２）精神の健康に障害のある人

がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシステムを理解する。３）関係性

を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生かしながら

看護を実践する。　　【精神看護学実習の概要】精神科病院で実習を行なう予定である。実

習では、学生は原則として１人の患者を受け持ち、これまでの講義で培った知識と技術を展

開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを振り返ることを通して、看護上の問題点や目

標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習で体験したことをカンファレンスでの他の学

生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究する。これらの実習の場で学習したことを通

して議論し、実習目標に照らして各自が学習内容を統合する。

2

保健医療学部 看護学科 櫻井信人、西村美登里、溝畑剣城 NAH303-M05 精神看護学実習 【精神看護学実習の目的】１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこ

れまでの人生や生活を理解した上で必要な援助を実践する。２）精神の健康に障害のある人

がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシステムを理解する。３）関係性

を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生かしながら

看護を実践する。　　【精神看護学実習の概要】精神科病院で実習を行なう予定である。実

習では、学生は原則として１人の患者を受け持ち、これまでの講義で培った知識と技術を展

開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを振り返ることを通して、看護上の問題点や目

標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習で体験したことをカンファレンスでの他の学

生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究する。これらの実習の場で学習したことを通

して議論し、実習目標に照らして各自が学習内容を統合する。

2

57 / 77



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

保健医療学部 看護学科 櫻井信人、西村美登里、溝畑剣城 NAH303-M06 精神看護学実習 【精神看護学実習の目的】１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこ

れまでの人生や生活を理解した上で必要な援助を実践する。２）精神の健康に障害のある人

がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシステムを理解する。３）関係性

を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生かしながら

看護を実践する。　　【精神看護学実習の概要】精神科病院で実習を行なう予定である。実

習では、学生は原則として１人の患者を受け持ち、これまでの講義で培った知識と技術を展

開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを振り返ることを通して、看護上の問題点や目

標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習で体験したことをカンファレンスでの他の学

生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究する。これらの実習の場で学習したことを通

して議論し、実習目標に照らして各自が学習内容を統合する。

2

保健医療学部 看護学科 櫻井信人、西村美登里、溝畑剣城 NAH303-M07 精神看護学実習 【精神看護学実習の目的】１）精神の健康に障害のある人とその家族を対象に、その人のこ

れまでの人生や生活を理解した上で必要な援助を実践する。２）精神の健康に障害のある人

がその人らしく自立して生活できるために必要なサポートシステムを理解する。３）関係性

を構築していく中で、自分のコミュニケーションパターンを振り返り、強みを生かしながら

看護を実践する。　　【精神看護学実習の概要】精神科病院で実習を行なう予定である。実

習では、学生は原則として１人の患者を受け持ち、これまでの講義で培った知識と技術を展

開する。実習での受け持ち患者とのかかわりを振り返ることを通して、看護上の問題点や目

標を抽出し、具体策を整理する。さらに、実習で体験したことをカンファレンスでの他の学

生やスタッフとの意見交換を通して、広く探究する。これらの実習の場で学習したことを通

して議論し、実習目標に照らして各自が学習内容を統合する。

2

保健医療学部 看護学科 齋藤益子 SMN401-M18 卒業研究 目的:　看護の課題に研究的に取り組み、科学的思考・態度の育成を目指すとともに、看護研

究に必要な基礎的能力を身につけることをねらいとする。概要:　学生はこれまでに学んでき

た看護実践のなかから、自分の最も関心のあるテーマを選択し、その課題を探求していく一

連の研究プロセスを学ぶ。　特に本講座では、助産学、性と生殖に関連する様々な研究課題

を通して、自分の課題を深く追求し、研究疑問を解決するための研究方法を知り、可能な限

り実践する。また、学術集会への参加やゼミを通して、研究者としての探求心や自己研鑽す

る姿勢、資質を身に付ける。

4

保健医療学部 看護学科

合計

129
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 岡本久 CB1201-Y01 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾘﾃﾗｼｰⅢ(ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ) この科目では、コンピューターリテラシー（読み書きの能力）の、より高度な能力を身につ

けることを目的としています。特に、インターネットを介した情報のやり取りや、品質の高

いプレゼンテーションに欠かすことのできないWebページ構築技術（HTML言語などの理

解）および、画像・映像・音声などのマルチメディアコンテンツ制作に関する基礎力を習得

します。今日、スマートフォンなどで撮った写真や映像を発信するのは、専用のツールやア

プリを使えば簡単に行うことができます。しかし一歩進んだクオリティの高い情報・コンテ

ンツを発信するためには、インターネットの基本となるHTMLドキュメントやマルチメディ

アコンテンツについての基本的理解が必要不可欠です。逆にそれらの基礎力を身につけるこ

とで、様々なツールやアプリを効果的に利用し、よりくクオリティの高い情報・コンテンツ

を発信することができるようになります。

2

現代社会学部 岡本久 CB1201-Y02 ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ この科目では、コンピューターリテラシー（読み書きの能力）の、より高度な能力を身につ

けることを目的としています。特に、インターネットを介した情報のやり取りや、品質の高

いプレゼンテーションに欠かすことのできないWebページ構築技術（HTML言語などの理

解）および、画像・映像・音声などのマルチメディアコンテンツ制作に関する基礎力を習得

します。今日、スマートフォンなどで撮った写真や映像を発信するのは、専用のツールやア

プリを使えば簡単に行うことができます。しかし一歩進んだクオリティの高い情報・コンテ

ンツを発信するためには、インターネットの基本となるHTMLドキュメントやマルチメディ

アコンテンツについての基本的理解が必要不可欠です。逆にそれらの基礎力を身につけるこ

とで、様々なツールやアプリを効果的に利用し、よりくクオリティの高い情報・コンテンツ

を発信することができるようになります。

1

現代社会学部 新稲法子 CB0203-Y51 日本語コミュニケーション実践 【目的】仕事や改まった場面で、常識ある大人としてコミュニケーションできるようになる

こと【概要】show and tell・ビブリオバトル・ディベートなどの技能を学び、話し言葉を中

心に、わかりやすく誤解されない伝え方を課題を通して身に着けます。

2

現代社会学部 新稲法子 CB0203-Y52 日本語コミュニケーション実践 【目的】仕事や改まった場面で、常識ある大人としてコミュニケーションできるようになる

こと【概要】show and tell・ビブリオバトル・ディベートなどの技能を学び、話し言葉を中

心に、わかりやすく誤解されない伝え方を課題を通して身に着けます。

2

現代社会学部 櫻井一成 CB0163-Y01 健康科学 【目的と概要】学生生活・社会生活上最も大切なことは、心と体の体調管理（自己管理）で

ある。本講は、体の仕組みと働きについて学びながら、疾患に対する基本的な医学的知識を

習得し、健康・保健に対する自己意識の向上を主目的としている。今後、超高齢化の流れが

速まり、医療に対する社会的ニーズはさらに深まる。特に医療・介護等の分野（介護福祉

士、社会福祉士などの国家資格取得、診療補助などのパラスタッフなど）に興味のある学生

は、本学習を礎としさらなる研鑽を積んで頂きたい。

【授業計画と方法】常に「考えさせる」ことを重視し、PBL型の授業を取り入れつつ進め

る。下記の授業計画に従って講義および実習（第５講）を進める。教科書を使用し、プレゼ

ン・資料は 、学生・教職員専用サイト：WebClassより配信（要ノートPC）し、板書を交え

て解説する。また折に触れ、DVDを使用し理解を深める。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 櫻井一成 CB0164-Y01 健康科学（１） 【目的と概要】学生生活・社会生活上最も大切なことは、心と体の体調管理（自己管理）で

ある。本講は、体の仕組みと働きについて学びながら、疾患に対する基本的な医学的知識を

習得し、健康・保健に対する自己意識の向上を主目的としている。今後、超高齢化の流れが

速まり、医療に対する社会的ニーズはさらに深まる。特に医療・介護等の分野（介護福祉

士、社会福祉士などの国家資格取得、診療補助などのパラスタッフなど）に興味のある学生

は、本学習を礎としさらなる研鑽を積んで頂きたい。

【授業計画と方法】常に「考えさせる」ことを重視し、PBL型の授業を取り入れつつ進め

る。下記の授業計画に従って講義および実習（第５講）を進める。教科書を使用し、プレゼ

ン・資料は 、学生・教職員専用サイト：WebClassより配信（要ノートPC）し、板書を交え

て解説する。また折に触れ、DVDを使用し理解を深める。

2

現代社会学部 櫻井一成 CB0164-Y51 トラベルメディスン 【目的と概要】トラベルメディスンとは「旅行医学」のことである。旅行時は普段とは異

なった環境下にあり、身体的負担や精神的不安を増幅させる。またシルバー世代や有病者に

おいては旅行中の発病が危惧され要注意であるが、適切なアドバイスにより発病リスクの軽

減も可能である。旅行者の健康被害を最小限にするためには、旅行に伴うリスク、予防法、

そしてその対処法を適切に理解しておく必要がある。本講では、旅行時における健康上のリ

スクについて知り、どうしたらそのリスクを最小限に止めることができるのかを習得する。

旅行者に対する健康上の諸問題を疾患ベースで取り上げ、その原因、病態、予防対策などを

修得する。また「環境変化」や「感染症」に関する学習は、観光文化産業従事者のみなら

ず、全ての職種や高齢者、障害者、また介護等の分野においても役立つ。本講で得られた知

識を実際面で活用できる人材として育ってほしい。【授業計画と方法】常に「考えさせる」

ことを重視し、PBL型の授業を取り入れつつ進める。下記の授業計画に従ってパワーポイン

トを使用し、プレゼン・資料は 、学生・教職員専用サイト：WebClassより配信（要ノート

PC）する。また適宜、視聴覚メディア（DVD）を活用しながら講義形式で進める。また。

「トラベルメディスン・テキストブック（日本渡航医学会編：非売品）」の骨子に沿って解

説する。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 櫻井一成 CB0164-Y52 健康科学（２） 【目的と概要】トラベルメディスンとは「旅行医学」のことである。旅行時は普段とは異

なった環境下にあり、身体的負担や精神的不安を増幅させる。またシルバー世代や有病者に

おいては旅行中の発病が危惧され要注意であるが、適切なアドバイスにより発病リスクの軽

減も可能である。旅行者の健康被害を最小限にするためには、旅行に伴うリスク、予防法、

そしてその対処法を適切に理解しておく必要がある。本講では、旅行時における健康上のリ

スクについて知り、どうしたらそのリスクを最小限に止めることができるのかを習得する。

旅行者に対する健康上の諸問題を疾患ベースで取り上げ、その原因、病態、予防対策などを

修得する。また「環境変化」や「感染症」に関する学習は、観光文化産業従事者のみなら

ず、全ての職種や高齢者、障害者、また介護等の分野においても役立つ。本講で得られた知

識を実際面で活用できる人材として育ってほしい。【授業計画と方法】常に「考えさせる」

ことを重視し、PBL型の授業を取り入れつつ進める。下記の授業計画に従ってパワーポイン

トを使用し、プレゼン・資料は 、学生・教職員専用サイト：WebClassより配信（要ノート

PC）する。また適宜、視聴覚メディア（DVD）を活用しながら講義形式で進める。また。

「トラベルメディスン・テキストブック（日本渡航医学会編：非売品）」の骨子に沿って解

説する。

2

06. 現代社会学部 合計 15
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 総合社会

学科

亀井芳郎 SE2210-Y01 産業政策論 この科目は、起業や経営者として活動する際に必要な産業政策の知識を身に着けることを目

的とします。具体的には、起業、または経営者が直面する課題（創業、戦略立案、計画策

定、会社設立、資金調達、経営課題対策等々）に対して、どのような中小企業政策がある

か、それらを活用するノウハウの獲得を目指します。

2

現代社会学部 総合社会

学科

亀井芳郎 SE2307-Y51 経営品質論 この科目は、経営品質とは何かという出発点から、経営の本質について理解していくことを

目的とします。経営の構成要素である、戦略と組織を定義（概念）とケーススタディで学習

します。特に、日本的経営の特徴からのアプローチを重視し、日本的経営の成り立ちから日

本の偉大な経営者が実践した経営品質の本質を理解します。

2

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 CC1105-Y01 建築・インテリア入門 建築・インテリアを学ぶ上での必要となる幅広い分野のうち、特に建築の歴史・計画・技

術・都市・景観・環境などの分野についての基礎知識を学ぶ。　建築の歴史・計画・技術・

都市・景観・環境などの分野について概説を行うとともに、神戸の建築・まちのフィールド

ワークを通して建築・インテリアの基礎知識について実感を持って学ぶ。

2

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 CS2301-Y05 専門演習 建築・インテリアに関する知見を深め、現代社会の生活基盤である建築・インテリアの課題

の発見と、より良い建築を設計るための基礎となる調査・研究方法を学ぶ。

4

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 CS2401-Y06 卒業研究 　身近な建築・インテリアに対して、各自で自分のテーマを設定し、調査・考察して卒業論

文・卒業設計にまとめます。身近なモ ノからインテリア、住宅、建築、街の空間、あるいは

身近な自然の活用までが対象となります。

4

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 SA2111-Y51 インテリアコーディネート論（２） 快適な住環境を実現するために必要な建築インテリア及び環境工学の各分野の基礎的な事項

の理解を図る

2

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 SA2203-Y01 建築一般構造（１） 　この授業では主に木構造についての基礎知識を学ぶ。　建築の安全性の基礎となる建築構

造の分類、特徴、構法などについての基礎知識を学ぶ

2

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 SA2207-Y01 設計製図基礎（１） 建築設計図を作成するための製図の基礎的な技術を習得する。 2

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 SA2208-Y51 設計製図基礎（２） 住宅の設計を行い、設計図及び模型を製作してプレゼンテーション図面として表現し発表

し、これからの住環境のあり方を考える。戸建て住宅の平面、断面、立面を計画する技術を

習得する。　また、自分のアイディアを形にし、提案を図面や模型で表現してプレゼンテー

ションする力を身に付ける。　それを通してより良い住まいはどうあるべきかを考える。

「設計製図基礎（１）」で習得した技術を用いて住宅建築の設計製図課題を行う。

2

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 SA2211-Y51 建築計画 建築を計画・設計するときに必要な建築計画学の基礎知識を学ぶ 2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 SA2305-Y01 設計製図演習（１） 公共施設の設計を行い、設計図及び模型を製作してプレゼンテーション図面として表現し発

表し、これからの公共環境のあり方を考える。公共施設の平面、断面、立面を計画する技術

を習得する。　また、自分のアイディアを形にし、提案を図面や模型で表現してプレゼン

テーションする力を身に付ける。　それを通してより良い住まいはどうあるべきかを考え

る。「設計製図基礎」で習得した技術を用いて建築の設計製図課題を行う。

2

現代社会学部 総合社会

学科

山隈直人 SA2306-Y51 設計製図演習（２） 公共施設又は集合住宅の設計図及び模型を製作してプレゼンテーション図面として表現し発

表する。これからの公共環境、住環境のあり方を考える。　　また、設計に含まれるアイ

ディアを形にし、提案を図面や模型で表現してプレゼンテーションする力を身に付ける。

「設計製図基礎」で習得した技術を用いて建築の設計製図課題を行う。

2

現代社会学部 総合社会

学科

須崎暁世 SP1102-Y51 臨床心理学概論 本講義では、学問としての臨床心理学について、その歴史と理論、および実践の基礎的知識

について、体系的に学びます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

須崎暁世 SP1201-Y01 心理学基礎実験 心理学の初歩的な実験を実施することを通して、心理学実験の基礎的知識を学びます。仮説

を立て、実験で確かめる仮説検証型の研究手法および、レポートの作成方法の基礎を身に着

けることを目指します。

1

現代社会学部 総合社会

学科

須崎暁世 SP2202-Y51 心理測定法 本講義では、目に見えない心理現象を数値化し、その数量データを統計的に分析することで

心理現象に関する知を生み出す方法論について学びます。また、そのうちの一つである質問

紙法を取り上げ、質問紙の作成、調査の実施、ｔ検定によるデータ分析を体験し、データサ

イエンスの力を身につけます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

須崎暁世 SP2203-Y51 心理学実験実習（１） 心理学では、「こころ」をどのように研究するかということが重要な問題であり、そのため

に様々な研究方法が考案されてきました。本実習では、代表的な研究方法である実験法、観

察法、質問紙法、面接法、心理検査法について実際に体験し、レポートを作成することによ

り学びを深めます。とりわけ、面接法、心理検査法といったやや応用的な課題が中心となり

ます。

1

現代社会学部 総合社会

学科

須崎暁世 SP2208-Y01 カウンセリング 本講義では、臨床心理学の実践であるカウンセリングについて、基礎的知識を学び、その基

礎的・具体的な技法を習得することを目指します。

2

現代社会学部 総合社会

学科

須崎暁世 SP2210-Y01 人格心理学 人格（パーソナリティ）とは、性格と言われることもありますが、個人の言動の背景にあっ

て個人に特徴的な、一貫して持続的なまとまりです。本講義では、主要な人格理論、人格の

発達プロセス、社会・文化との関わりを中心に学びます。また、人格の病理についても取り

上げ、学習を深めます

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 総合社会

学科

須崎暁世 SP2302-Y01 青年心理学 青年期は、子どもから大人への移行期であり、心身の両面において重要な変容を遂げる時期

です。本講義では、エリクソンの心理社会的発達理論を基礎に青年期の心理的・発達的特徴

を学びます。また、青年期に多い心理的問題や精神病理についても事例も含めて取り上げ、

学びを深めます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

杉田裕路子 SS2306-Y01 メディア制作演習 【目的】・オリジナルの雑誌を制作する体験を通して、メディアの機能や有用性を理解す

る。・自分の意見や考えをまとめて発表し、社会人として活動する際に有用な企画提案力、

実践力を身につける。・他者の意見を聞きながらグループで一冊の雑誌を完成させること

で、協調性を身につける。【概要】現役の雑誌編集者・ライターである講師指導のもと、受

講者全員で一冊の雑誌を作り上げます。書店や印刷所の見学なども実施し、本や雑誌の基本

的な構成と流通の仕組みを学び、企画の決定・取材・執筆など、雑誌制作の一連の制作過程

を体験します。将来マスコミや広告業界に関わる際に有用な学修となります。また、グルー

プに分かれて企画提案～実践までを行うので、様々なビジネスシーンで応用できる企画提案

の基本を体験できます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

青山有希 SA2209-Y01 ＣＡＤ（１） 【目的】この科目は、基本的な建築図面を理解し、コンピュータ（CADソフト）を用いて建

築製図を行うための基本的な技術を習得すること、及びその技術を用いて、簡単な設計を行

い、コンセプトを具現化できる力を身に付けることを目的とします。【概要】具体的には、

前半ではJw_cadを用いて、テキストに沿って、木造住宅の建築図面を作成しながら基本的な

操作を身につけます。後半では、Jw_cadとSketchUpを用いて、基本的な寸法感覚を養いな

がら、3D作図の基本的な操作を身に付け、コンセプトを作成して簡単な家具を設計し、プレ

ゼンテーションを行います。コンセプト作成、CADを用いた具現化、プレゼンテーションと

いう流れを身に付けます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

青山有希 SA2210-Y81 ＣＡＤ（２） 【目的】この科目は、プレゼンテーション用建築図面の作成、2D建築図面から3Dモデリン

グと建築パースの作成、コンセプトの検討、コンセプトに応じたデザインの作成を行い、そ

れらをまとめて、建築プレゼンテーション図面を作成する基本技術を習得することことを目

的とします。【概要】具体的には、前半では、Jw_cadの図面をプレゼンテーション用に装飾

し、3DモデリングソフトのSketchUpの基本操作を学習した後、Jw_cadの図面をSketchUp

でモデリングして建築のパースを作成します。後半では、コンセプトを検討し、コンセプト

に応じたデザインを3D図形に適応し、それらをプレゼンテーション図面としてまとめ、プレ

ゼンテーションを行います。

2

現代社会学部 総合社会

学科

大西昭彦 SS2105-Y51 マスコミ論 目的／現代および歴史に例をとりながら、さまざまなメディアが果たしてきた役割を検証。

自分たちがいまどこにいるのか、どこに向かっているのかを知る能力をやしないます。概要

／暗箱のなかの小さな針穴から、私たちは世界をのぞき、ときに声をだしています。この針

穴が「メディア」であり、それを通じた情報のやりとりが「マス・コミュニケーション（マ

スコミ）」です。授業では、各メディアに特性を学びつつ、社会とコミュニケーションのか

たちを学びます。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 総合社会

学科

大西昭彦 SS2218-Y01 ジャーナリズム論（１）新聞研究 目的／社会という「都市」を生きるには、情報という「地図」が必要です。この情報の重要

な部分がニュースです。さまざまなニュースに例としつつ、社会の動きや報道の仕組みを理

解。社会という地図のなかに自分をマッピングできる能力をやしないます。 概要／授業で

は、新聞というメディアだけにとらわれず、報道やニュースにかかわる知識・理解を深める

ためのカリキュラムを組んでいます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

中村嘉雄 SE2305-Y01 地域産業論 【目的】将来企業等に就職するため、社会へ出たときに役立つ情報・知識を習得することを

目的とします。【概要】現代社会において、地域経済や産業にどのような問題が起きている

のか見ていきます。次にそれらの問題点は何か、どのような政策がとられてきたのかを概観

します。そして産業集積の過去・現状・未来について論じます。特に、兵庫県内の地場産業

に焦点を当てて、地域経済・地域中小企業の活性化に向けた取り組み事例を紹介し、地域産

業のあり方について考察します。さらに衰退する地方創生のあり方についても詳しく説明し

ます。その後、グループに分かれて「地域資源を活用した地域活性化」、「商店街の活性

化」、「地域中小企業の取り組み」などの課題を選び、現状分析や地域活性化に向けた実習

及び提案を行います。皆さんが、企業の社長や地域活性化のリーダーになったと想定して、

提案（ビジネスプラン、地域活性化プラン等）を作成します。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中亜裕子 SP2206-Y01 教育心理学 この科目は、教師として活動する際に必要な教育心理学の知識を身に着けることを目的とし

ています。具体的には、教育心理学の意義および課題について考察した上で、知識の獲得過

程、学習の動機づけ、学習の転移、個性・個人差と授業、学習指導について学ぶ。そして、

教育心理学的なものの見方・考え方を養った上で、発達を踏まえた学習支援について基本的

な考え方を理解する。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中亜裕子 SP2207-Y01 発達心理学 【科目の概要】この科目では、生涯発達心理学の立場（人間は生涯を通して成長し続けると

いう立場）から、胎児期、新生児期、乳幼児期、児童期、青年期、成人期、老年期の過程に

おいて、各発達期の特徴と援助のあり方を理解することを目的とする。とくに乳幼児期にお

ける知能、気質、感情の心理学的理解を通して、子どもの発達支援に必要な知識の習得をね

らいとする。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2108-Y51 建築文化史（１） 【目的】建築を学ぶ時に、過去の建築の歴史を知ることは最も基本的なことのひとつです。

本講では、近世以前の日本および西洋の建築の歴史について、日本の建築は神社や寺院など

の用途ごとの変遷を、西洋の建築は時代ごとの様式の歴史を概観します。それにより、近代

から現代おける日本の建築の歴史的背景を理解するための基礎知識を学びます。【概要】授

業はスライドと視聴覚メディア（DVD等）を活用しながら講義形式で進め、授業内容をより

具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行います。

フィールドワークは学外において建築の見学・講義を行います。そこでわかったことを各自

小レポートにまとめてください。また、DVD等の映像を通して建築家の設計した建築や建築

設計の実例に関する知識を深めます。

2
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2108-Y52 建築文化史（２） 【目的】建築を学ぶ時に、過去の建築の歴史を知ることは最も基本的なことのひとつです。

本講では、現代の日本の建築の歴史的背景を理解するために必要な近現代建築史についての

基礎知識を学びます。【概要】授業は集中講義とし、スライドと視聴覚メディア（DVD等）

を活用しながら講義形式で進め、授業内容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラー

ニングとしてフィールドワークを行います。フィールドワークは学外において建築の見学・

講義を行います。そこでわかったことを各自小レポートにまとめてください。また、DVD等

の映像を通して建築家の設計した建築や建築設計の実例に関する知識を深めます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2109-Y51 建築材料 【目的】様々な建築材料を適切に選択し使用するための基礎的知識を学びます。 主に構造躯

体に用いられる木材、 鋼材、 コンクリートを中心として学習するほか、 建築各部の建築材

料の種類と性質についても学びます。【概要授業はスライドと視聴覚メディア（DVD等）を

活用しながら講義形式で進め、授業内容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラーニ

ングとしてフィールドワークを行います。フィールドワークは工場や資料館などにて建築材

料実物の見学および講義を行う予定で、そこでわかったことを各自小レポートにまとめてく

ださい。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2110-Y71 インテリアコーディネート論（１） 【目的】インテリアコーディネートに必要な知識のうち、インテリアの歴史とインテリアエ

レメントについての基礎知識を習得します。【概要】授業は講義形式とし、スライドと視聴

覚メディア（DVD等）を活用しながら進め、授業内容をより具体的に理解するためにアク

ティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行います。フィールドワークは博物館やイン

テリアショップなどにて住宅の内装や家具の見学および講義を行い、そこでわかったことを

各自小レポートにまとめてください。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2202-Y01 住居学 【目的】人間の最も基本的な生活環境である住まいについて、古代から現代までの日本の住

まいの歴史と、戦後の日本の住まいの問題に関する基礎知識を学びます。【概要】授業はス

ライドと視聴覚メディア（DVD等）を活用しながら講義形式で進め、授業内容をより具体的

に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてのフィールドワークを行います。フィール

ドワークは学外においてショールームや行政の取り組みの見学・講義を行います。そこでわ

かったことを各自レポートにまとめてください。また、DVD等の映像を通して建築家の設計

した住宅に関する知識を深めます。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2204-Y51 建築一般構造（２） 【目的】建築の安全性の基礎となる建築構造の分類、特徴、構法などについての基礎知識を

学びます。この授業では、おもに鉄骨構造・鉄筋コンクリート構造についての基礎知識を学

びます。【概要】スライドと視聴覚メディア（DVD等）を活用しながら講義形式ですすめ、

授業内容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを

行います。フィールドワークは神戸にある鉄骨構造建築や鉄筋コンクリート構造建築の見学

および講義を行い、そこでわかったことを各自小レポートにまとめてください。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2303-Y01 建築・インテリア法規 【目的】建築の専門家として必要な法規について、 その体系と各種基準を学びます。【概

要】授業は講義形式ですすめ、授業内容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラーニ

ングとしてフィールドワークを行います。建築基準法とその関係法規の基本的知識の習得の

ため、下の内容の講義を行います。具体的には法文の読み方や各種規制項目の関連性などを

学びます。また、法の基準だけではなく法の目的を理解し、ひいては建築技術者としての社

会的責任を理解し、技術者倫理を育成することを目指します。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2309-Y51 建築生産 【目的】建築の企画から設計・建設・維持・解体までの建築生産プロセスの基礎知識を学

び、また建築施工における品質・コスト・工程・安全・環境等の管理について学びます。ま

た、ファシリティマネジメントの基礎知識を学びます。【概要】授業はスライドと視聴覚メ

ディア（DVD等）を活用しながら講義形式で進め、授業内容をより具体的に理解するために

アクティブ・ラーニングとしてフィールドワークを行います。フィールドワークは建設現場

などの見学および講義を行い、そこでわかったことを各自小レポートにまとめてください。

2

現代社会学部 総合社会

学科

田中栄治 SA2310-Y01 地域環境論 【目的】現代社会における地域環境の抱える課題を把握し、より良い地域環境を形成して持

続発展するために、特に地域環境デザインの視点から、都市緑化・環境建築・地域景観など

についての基礎を学びます。【概要】授業は講義形式とし、スライドと視聴覚メディア

（DVD等）を活用しながら進め、授業内容をより具体的に理解するためにアクティブ・ラー

ニングとしてフィールドワークを行います。フィールドワークは都市緑化や環境建築、都市

景観などのまちづくり事例の見学と講義を行い、そこでわかったことを各自小レポートにま

とめてください。

2

現代社会学部 総合社会

学科

伏木真理子 SE2101-Y01 生活と経済 【目的】私たちはお金で商品やサービスを買って生活しているが当たり前と思っているこの

仕組みはどのようにしてできて来たのだろうか。そもそもお金とは何だろう。様々なものに

マニュアル（取扱説明書）がついているが、振り返ればお金にはマニュアルがついていな

い。この授業ではこれらの素朴な疑問からスタートし、現代社会における種々の問題につい

て基礎的な経済学の理論にも触れながら概説する。またその使い方によっては人を幸福にも

不幸にもするお金の、言わばマニュアルに当たる、お金の管理・運用等についても習得す

る。

【概要】授業は、基本的には配付資料と視聴覚教材を用いて講義形式で進めるが、講師の発

問に対しての応答、意見表明等を求める場合もある。株式学習ゲーム［アクティブ・ラーニ

ング（グループワーク）］も活用するが、チーム単位で会社や経済社会に関する情報を収集

し、意見交換（ディスカッション）を通して分析し、投資する会社を選定していく。また、

その結果に関する発表（プレゼンテーション）も行ってもらう。

2

現代社会学部 総合社会

学科 合計
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 CC2216-Y51 特殊講義Ⅸ 本科目ホスピタリティマネジメントとはホスピタリティ産業における経営管理を意味しま

す。具体的には、学術的な側面としてHospitalityとServiceの違いを明確にします。どちらも

その行為を受けた人は良い気分になるでしょう。この2つの言葉の違いを、その語源、宗

教、歴史から学びます。そして、日本語としての「おもてなし」のルーツを考察します。次

に、ホスピタリティ産業おける製品・サービスとな何か。製品価値を上げる企業戦略は何

か。最も重要されるコア・コンピタンスとして企業の差別化するにはどうすればよいか。そ

の答えを、国内外で評価される企業の事例を考察することで履修者自身が理解を深めていき

ます。学修を通して履修者が自ら課題の発見や解決の糸口を見付け出すことが講義の目的で

す。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を

目指します。授業は講義、グループワーク、ディスカッション、発表で構成されます。

2

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 CS2401-Y08 卒業研究 この科目は学びのまとめとして卒業論文の作成を目的としています。これまでの学びから興

味を持ったテーマに基づき調査、分析、仮説、提言にまとめます。授業は研究テーマの設

定、研究計画の策定、参考文献、先行研究の調査、分析を指導します。1年間じっくり研究

テーマに取り組み卒業論文をまとめます。

4

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 TB2101-Y01 ホテルビジネス 目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの

か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。概要：ホテル事業は、地域の核とな

り、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財は、売れる場所に製品を運ぶ、売れ残

りは倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製品・サービスは移動できません、売れ残

りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、立地、事業形態、オペレーション、ポジショニ

ングなど具合的な考察が出来る力を身に付けることを目指します授業は講義と質疑応答で構

成します。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインす

る」を目指します。

2

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 TB2104-Y01 ホテル事業論 目的：本科目は、宿泊産業の事業環境や市場の動向を理解し、どの様なビジネスがあるの

か、ホテル事業の概要を修得することを目的とします。概要：ホテル事業は、地域の核とな

り、さらにグローバル経済の影響を受けます。有形財は、売れる場所に製品を運ぶ、売れの

残れば倉庫に保管します。しかし、ホテル事業では製品・サービスは移動できません、売れ

残りも倉庫に保管できません。ホテル事業を、立地、事業形態、オペレーション、ポジショ

ニングなど具合的な考察が出来る力を身に付けることを目指します。さらに、「ウェルビー

イング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を目指します。授業は講義と

質疑応答で構成します。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 TB2115-Y51 ホスピタリティ論 本科目ホスピタリティマネジメントとはホスピタリティ産業における経営管理を意味しま

す。具体的には、学術的な側面としてHospitalityとServiceの違いを明確にします。どちらも

その行為を受けた人は良い気分になるでしょう。この2つの言葉の違いを、その語源、宗

教、歴史から学びます。そして、日本語としての「おもてなし」のルーツを考察します。次

に、ホスピタリティ産業おける製品・サービスとな何か。製品価値を上げる企業戦略は何

か。最も重要されるコア・コンピタンスとして企業の差別化するにはどうすればよいか。そ

の答えを、国内外で評価される企業の事例を考察することで履修者自身が理解を深めていき

ます。学修を通して履修者が自ら課題の発見や解決の糸口を見付け出すことが講義の目的で

す。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」を

目指します。授業は講義、グループワーク、ディスカッション、発表で構成されます。

2

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 TB2302-Y01 テーマパーク･リゾートビジネス 目的：本科目は観光をグローバル的な視点で考察する能力を身につけることを目的としま

す。概要：具体的にはテーマパークのとリゾートの2つのテーマで構成されます。一つ目に

テーマパークが何故人々を魅了するのかを事例を研究することで理解します。2つ目に世界

のリゾート、日本のリゾートを探求します。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につな

がる新たな観光価値をデザインする」を目指します。

2

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 TB2303-Y01 リゾートビジネス論 この科目は観光をグローバル的な視点で考察する能力を身につけることを目的とします。具

体的にはテーマパークのとリゾートの2つのテーマで構成されます。一つ目にテーマパーク

が何故人々を魅了するのかを事例を研究することで理解します。2つ目に世界のリゾート、

日本のリゾートを探求します。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観

光価値をデザインする」を目指します。

2

現代社会学部 観光学科 一尾敏正 TG2202-Y01 ユニバーサルツーリズム論 目的：この科目は持続可能な社会を目指すなかでツーリズムの役割を理解し活用する能力を

身につけことを目的とします。概要：具体的にはバリアフリーとユニバーサルデザインの違

いを理解し、ツーリズムを通じて持続可能な社会を作るためには何が必要かを学びます。さ

らに、ホスピタリティ精神の醸成を踏まえたユニバーサルツーリズムを理解することが概要

です。さらに、「ウェルビーイング社会の実現につながる新たな観光価値をデザインする」

を目指します。授業は講義、ディスカッション、発表で構成されます。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 観光学科 吉田誠 CS2401-Y10 卒業研究 【目的】本科目は、これまでの学修及び調査研究活動の集大成として、調査研究活動報告書

もしくは卒業論文を完成させることが目的です。また、これまで学修、修得した知識とスキ

ルを統合的に活用し、独自の調査研究活動を行い、調査研究活動の成果を、論文あるいは報

告書としてまとめるという過程を通じて学んだ知識とスキルを統合的に習得するとともに深

い考察力を身につけることをめざします。とりわけ、マーケティング及びマーケティングリ

サーチの知識とスキルをいかに統合的に活用し、顧客あるいは消費者のインサイトニーズに

応えるイノベーティブな価値提案を行うことにより市場及び社会にどのような貢献ができる

かを考察してもらいたいと考えています。【概要】春学期から夏学期は、各自が設定する研

究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分析、調査計画の立案、実施、分析

など、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進めます。秋

学期には、卒業研究 Iで学んだことを踏まえ、実地調査、アンケート調査、インタビューな

どによって得たデータに基づき分析・考察を行った結果を調査研究成果報告書／企画提案書

として執筆します。

4

現代社会学部 観光学科 吉田誠 CS2403-Y04 卒業研究Ⅰ 【目的】本科目は、これまでの学修及び調査研究活動の集大成として、調査研究活動報告書

もしくは卒業論文を完成させることが目的です。また、これまで学修、修得した知識とスキ

ルを統合的に活用し、独自の調査研究活動を行い、調査研究活動の成果を、論文あるいは報

告書としてまとめるという過程を通じて学んだ知識とスキルを統合的に習得するとともに深

い考察力を身につけることをめざします。とりわけ、マーケティング及びマーケティングリ

サーチの知識とスキルをいかに統合的に活用し、顧客あるいは消費者のインサイトニーズに

応えるイノベーティブな価値提案を行うことにより市場及び社会にどのような貢献ができる

かを考察してもらいたいと考えています。【概要】各自が設定する研究テーマについての現

状調査、先行研究の収集、考察・分析、調査計画書の立案・実施、調査結果の分析など、秋

学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進めます。

2

現代社会学部 観光学科 吉田誠 CS2404-Y54 卒業研究Ⅱ 【目的】本科目は、これまでの学修及び調査研究活動の集大成として、調査研究活動報告書

もしくは卒業論文を完成させることが目的です。また、これまで学修、修得した知識とスキ

ルを統合的に活用し、独自の調査研究活動を行い、調査研究活動の成果を、論文あるいは報

告書としてまとめるという過程を通じて学んだ知識とスキルを統合的に習得するとともに深

い考察力を身につけることをめざします。とりわけ、マーケティング及びマーケティングリ

サーチの知識とスキルをいかに統合的に活用し、顧客あるいは消費者のインサイトニーズに

応えるイノベーティブな価値提案を行うことにより市場及び社会にどのような貢献ができる

かを考察してもらいたいと考えています。【概要】卒業研究 Iで学んだことを踏まえ、実地

調査、アンケート調査、インタビューなどによって得たデータに基づき分析・考察を行った

結果を調査研究成果報告書／企画提案書として執筆し、口頭試問もしくはプレゼンテーショ

ンを行います。

2
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 観光学科 吉田誠 TB2202-Y01 観光ビジネスモデル論 【目的】本科目では、ビジネスモデル・キャンバスという手法をベースに、顧客の欲求を満

足させる、あるいは、顧客の抱える問題を解決するために、価値を創造し、その価値を顧客

に伝え、提供し、顧客の評価を知る仕組み、方法であるビジネスモデルをデザイン（構築）

するために必要な、考え方やスキルを修得することを目的としています。絶えず変化する社

会構造、市場環境の中でビジネスモデルも刻々と変化しています。そうした変化にも対応

し、社会的なニーズに対応しながら革新的なビジネスモデルを創造できる力の獲得をめざし

ます。【概要】本授業では、ビジネスモデルキャンバスを用いた、新たなビジネスモデルの

デザインワークを学びます。また、観察調査、インタビュー（実施期間を定めて都合の良い

日時に各自実施）などのフィールドワークやビジネスモデルのデザイン、プレゼンテーショ

ン等のアクティブラーニングが行われます。

2

現代社会学部 観光学科 小山聖治 CC1201-Y51 観光マーケティング基礎 【目的】　この授業では、「マーケティング」についての基礎的な理論を把握したうえで、

観光産業における具体的な事例を交えながら、観光ビジネスを理解することを目的としてい

ます。【概要】　新たなビジネスモデルの登場で旧来の大手旅行代理店の優位性が崩れつつ

あるほか、地域発展を目指した「観光による地方創生」の効果が期待されることなど、時代

の変化による様々な要因を背景に消費者の旅行需要も変化しつつあります。これら多種多様

な顧客ニーズを的確に捉え、顧客満足を最大化し、観光産業を発展させるためには「マーケ

ティング」の発想が欠かせません。　講義ではマーケティングの様々な機能を学び、ディス

カッションを行います。その上で学んだことを活用してグループまたは個人発表を行いま

す。

2

現代社会学部 観光学科 小山聖治 CS2401-Y11 卒業研究 【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提

案書の準備をすることを目的とする。　これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活

用し、調査研究活動を行い、その成果を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を

行う。　とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置

く。　【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分

析など、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。

4

現代社会学部 観光学科 小山聖治 CS2403-Y05 卒業研究Ⅰ 【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提

案書の準備をすることを目的とする。　これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活

用し、調査研究活動を行い、その成果を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を

行う。　とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置

く。　【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分

析など、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。

2
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 観光学科 小山聖治 CS2404-Y55 卒業研究Ⅱ 【目的】これまでの学修の集大成として、秋学期末に提出する調査研究成果報告書／企画提

案書の準備をすることを目的とする。　これまで学修、修得した知識とスキルを統合的に活

用し、調査研究活動を行い、その成果を、報告書／企画提案書としてまとめるための指導を

行う。　とくに、研究及び執筆過程において深く思考するという体験をすることに重点を置

く。　【概要】各自が設定する研究テーマについての現状調査、先行研究の収集、考察・分

析など、秋学期に提出する調査研究成果報告書／企画提案書の執筆の準備作業を進める。

2

現代社会学部 観光学科 小山聖治 TB2305-Y81 観光プロモーション論 【目的】　観光プロモーションとは観光マーケティング活動における販売促進活動全般のこ

とで、具体的には広告・広報（PR）、セールスプロモーションなどを指します。観光地や、

観光商品・サービスの存在を多くの人に認知してもらい、認知させたい人に旅行の実施、商

品・サービスの購買のための動機付けをすることがその役割です。これら基本的なプロモー

ションの基本的な概念を修得することを目的としています。【概要】　消費者の考え方の変

遷を取り上げながら観光産業におけるプロモーション事例を学びます。後半は学生作成によ

るケーススタディとディスカッションを中心に講義を進めます。　その上で学んだことを活

用してグループまたは個人発表を行います。

2

現代社会学部 観光学科 小山聖治 TC2105-Y01 コンテンツツーリズム論 【概要】　コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律によれば、「コンテンツ」

とは人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものを

いうとされています。一般的に言えば、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメー

ション、コンピュータゲームなどです。　一方、コンテンツとは「中身」という意味があ

り、広義では様々なコンテンツを対象にしたアイデアが生まれます。定住人口の減少を交流

人口で補う目的で自治体を始めとした、様々なアクターがコンテンツツーリズムの活用に積

極的に取り組んでいます。【目的】　本講義ではコンテンツを講義に扱いながら学びます。

後半は学生作成によるケーススタディとディスカッションを中心に講義を進めます。その上

で学んだことを活用してグループまたは個人で発表を行います。これらを通してコンテンツ

ツーリズムを体系的に学ぶことを目的としている。授業の計画は当初の予定であり、コロナ

の感染状況・外部講師の都合・授業進捗によっては変更されることがある

2

現代社会学部 観光学科 小山聖治 TG2221-Y01 国際観光論 【概要】　国際観光論では、送り出し国・受入国が存在するため両方の視点から各国・地域

の国際観光市場の動きを学びます。各国の政治・経済・文化を含む国際観光事情だけでな

く、インバウンド・アウトバウンド双方から観光がもたらす様々なプラス・マイナスの効果

を学びます。【目的】　授業では国際観光の歴史的背景を概観したうえで、将来に向けた持

続可能な国際観光を考え体系的に学ぶことを目的としている。このため、ディスカッション

や発表を取り入れます。特に後半の講義では学生主体の発表を取り入れるので能動的な参加

態度が必要となる。

2
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

現代社会学部 観光学科 西村典芳 TB2109-Y51 ヘルスツーリズム論 我が国において医療費の高騰が社会問題化する中、予防策としての健康サービスの重要性が

クローズアップされている。経済産業省では、「健康サービス創造研究会報告書」におい

て、健康サービスのあり方について具体的なモデルを提示しており、その一例として地域資

源を活用した健康プログラムとしてウエルネスツーリズムを取り上げている。ウエルネス

ツーリズムは、観光サービスと健康サービスの両側面を有するが、本講座では特に温泉療

法、運動療法、森林セラピーなどの自然療法に着目し、我が国におけるウエルネスツーリズ

ムに求められる要素及び今後の施策の方向性について学ぶ。この講座は、３年時以降の専門

分野の研究の基礎となるテーマについて学ぶ。

2

現代社会学部 観光学科 西村典芳 TR2206-Y51 スポーツツーリズム論 平成２３年６月に取りまとめられた「スポーツツーリズム推進基本方針」を踏まえ、スポー

ツ及び観光に関わる多くの方々に活用され、スポーツツーリズムの一層の推進が図られるこ

とを期待されている。「観るスポーツ」ではプロ野球、Jリーグをはじめ高いレベルを誇る競

技が数多くあり、多くのファンを魅了している。次に、「するスポーツ」ではランニング、

ウォーキング、サイクリングなどが世代を超えて人気を集め、スポーツイベントに集う人々

が地域に活力を与えている。さらに、地域に密着したスポーツチームの運営、市民ボラン

ティアとしての大会支援、国や地域を挙げての国際競技大会・キャンプ誘致等の「支えるス

ポーツ」は、国・地域の魅力の効果的発信に寄与している。これら魅力あるスポーツ資源を

最大限に活用し、異なる地域や国の人々の交流を呼び起こし、国内観光振興及びインバウン

ド拡大につながることを学ぶ。

2

現代社会学部 観光学科

合計

48
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

大学院人間行動学研究科 山本喜晴 25530 投影法特論Ⅱ 投影法の中でも、習熟に時間を要する描画法について学ぶ。特に、風景構成法・BAUMテス

ト・スクイッグル・箱庭について理解を深める。描画に触発されて生じるさまざまな感情や

感覚、気持ちを時間をかけて丁寧に味わい、振り返り、受講者で共有していくことで、投影

法を心理臨床で用いることができるようになる。

2

大学院人間行動学研究科 山本真由美 21130 発達心理学特論 　本科目では、生涯発達心理学の立場から、乳児期、幼児期、児童期、青年前期、青年後

期、成人初期、成人中期、成人後期における各発達期の心理的課題と支援のあり方を理解す

ることを目的とする。

2

大学院人間行動学研究科 山本真由美 25130 精神医学特論 　本科目は、公認心理師受験資格取得に関わる保健医療分野に関する理論と支援の展開、臨

床心理士受験資格取得の選択科目D群に位置づけられている。メンタルヘルス(精神的健康)

に関わる職種や資格は多様化しており、心理師(士)もその1つである。メンタルヘルスの問題

に適切に関わるために必要な精神医学の知識を理解することを目的とする。

2

大学院人間行動学研究科 山本真由美 30011 発達心理学特論 　本科目では、生涯発達心理学の立場から、乳児期、幼児期、児童期、青年前期、青年後

期、成人初期、成人中期、成人後期における各発達期の心理的課題と支援のあり方を理解す

ることを目的とする。

2

大学院人間行動学研究科 中尾繁樹 30026 発達障害教育特別演習Ⅰ 【目的】具体的なテーマに沿った実践研究を行うことにより、発達障害に関する分野での実

践・研究に必要となる現場体験及び文献講読による実践分析力と研究方法のと習得をめざ

す。【概要】発達障害児における現場での課題と心理・教育学的に検討するための具体的方

法論を知り、また最新の研究動向を知る中で、現在の発達障害教育の教育課題に対するエビ

デンスの収集と問題のたて方と研究方法を学ぶ。

2

大学院人間行動学研究科 中尾繁樹 30542 発達障害教育特別演習Ⅱ 　【目的】具体的なテーマに沿った実践研究を行うことにより、発達障害に関する分野での

実践・研究に必要となる現場体験及び文献講読による実践分析力と研究方法のと習得をめざ

す。　【概要】発達障害児における現場での課題と心理・教育学的に検討するための具体的

方法論を知り、また最新の研究動向を知る中で、現在の発達障害教育の教育課題に対するエ

ビデンスの収集と問題のたて方と研究方法を学ぶ。

2

大学院人間行動学研究科 中尾繁樹 30543 特別支援教育実践研究 【目的】具体的なテーマに沿った実践研究を行うことにより、特別支援教育学の分野での実

践・研究に必要となる現場での実践分析力と研究方法の習得をめざす。【概要】特別支援教

育における現場での課題と心理・教育学的に検討するための具体的方法論を知り、また最新

の研究動向を知る中で、現在の特別支援教育の教育課題に対するエビデンスの収集と問題の

たて方と研究方法を学ぶ。

2
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

大学院人間行動学研究科 道中　隆 30511 教育環境学特論     日本における格差社会の中で、子どもの貧困問題をはじめとするさまざまな問題がクロー

ズアップされている。こうした子どもの教育や発達上の問題、健康問題が発生する過程につ

ては、この間、蓄積された先行研究によって多くのことが解明されてきた。ここでは、具体

的なテーマに沿った文献購読を行うことにより、教育社会学、福祉政策学などの関連分野で

必要となる概念と研究方法論の習得をめざす。　本授業のテーマに関する文献を収集し、輪

読を通して、論点を整理・分析する。その上で課題に対する政策や研究方法論を理解すると

ともに課題解決への仮説生成や論点整理を行う。特に、貧困世帯をめぐる子どもの発達や健

康、教育への影響に視座に課題解決に向けた研究の意義を理解する。

2

大学院人間行動学研究科 道免逸子、山本真由美 28000 健康心理学特論 この講義では、健康心理学について学び、公認心理師の業務である、心の健康教育の実践に

必要な基本的知識をみにつけることを目的とする。

2

大学院人間行動学研究科 道免逸子、田中亜裕子 25250 心理療法特論 この講義では、臨床心理士の職業的専門性と独自性について学び、クライエントとセラピス

トとの間で生じることについての基本を学ぶ。具体的には親子並行面接を想定し、前半では

子ども面接、後半では親面接についての基礎知識、基本的姿勢を身につけることを目的とす

る。

2

大学院人間行動学研究科 百瀬和夫、中尾繁樹 30012 スクールインターンシップ 授業の概要1　院生もしくは院生の所属する学校が直面している教育実践上の課題につい

て，理論と実践の融合を念頭に，実践と省察を繰り返しながら課題解決を図る実践的研究

（アクション・リサーチ）のための事前指導を行う。２　インターンシップ実践校での，①

課題確定，②　予備調査，③　仮説の設定，④　実践研究⑤　研究結果の分析と検証，研究

報告書の作成と言った一連の研究活動の省察をワークショップの手法を用いて協同的に行

い，研究論文作成のための中間，事後の指導を行う。3　研究の手法　実践的研究（アク

ション・リサーチ）研究の主体を院生自身として，特定の学校・学級で起きている教育的課

題を望ましい方向へ改善していくことを主眼とする。そのため，当面する教育課題を明らか

にし，関連する先行研究等を参考に，院生自ら解決のための方策・手立てを考え，課題解決

のためのアクション（学校全体としての取組や個々の授業づくり）を起こし，その成果につ

いてリサーチ（分析，考察等の追究）をしながら課題解決を図る。4　インターンシップ実

践校での実践的研究の研究結果（指導案，調査結果，ビデオ記録、ICレコーダー記録，観察

記録等）を週1回大学へ持ち帰り省察をする。

2

大学院人間行動学研究科

合計

22
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学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

大学院看護学研究科 高見沢恵美子 41220 急性看護学特論 【目的】危機状態にある人をアセスメントし、危機状態の変化の過程に適した援助を危機理

論に基づいて計画する。【概要】危機理論および関連する概念から、危機状態にある人の反

応と変化の過程について学修する。さらに、危機理論に基づき危機状態からの回復を促す援

助について考察を深める。

2

大学院看護学研究科 高見沢恵美子 41221 急性看護学援助特論Ⅰ 【目的】クリティカル状況にある急性期患者・家族を身体面、心理・社会面から総合的に理

解し、患者・家族のアセスメントと看護援助の在り方、評価の在り方を探求するとともに、

患者の状況に衝撃を受ける家族のアセスメントと看護援助の在り方を探求する。【概要】急

性呼吸障害・循環障害・中枢障害の患者のアセスメントと援助を学修する。さらに、人工呼

吸器、パルンパンピング・人工心肺などの補助循環、PCPS・血液浄化法、低体温療法等の

クリティカル治療管理と患者の援助を学修する。

2

大学院看護学研究科 高見沢恵美子 41222 急性看護学援助特論Ⅱ 【目的】救命救急看護における初療および集中治療を受ける患者と家族に必要な看護判断、

無評価方法および看護援助の在り方を探求する。【概要】救命救急治療を受ける患者及び集

中治療を受ける患者・家族のアセスメントと看護援助を学修する。

2

大学院看護学研究科 高見沢恵美子 41223 急性看護学演習 【目的】急性看護学で学修した知識をもとに、急性期患者・家族に必要な看護援助について

理解を深め、自らの研究課題を明確にする。【概要】国内外の文献を検討し、文献レ

ビュー・クリティーク・プレゼンテーション・ディスカッションにより最新の急性看護学に

関する研究の動向と課題を明確にする。

8

大学院看護学研究科 高見沢恵美子 41225 急性看護学演習Ⅱ 【目的】クリティカル状況にある患者・家族が遭遇するさまざまな制限や権利の侵害といっ

た倫理的問題状況に気づき解決する能力を養う。【概要】を明らかにし、患者・家族の尊厳

を守り個人の選択と自由を支援する倫理的看護実践の在り方をディスカッションを行い検討

し、急性・重症患者看護における専門看護師の役割を考察する。

2

大学院看護学研究科 高見沢恵美子 41227 急性看護学実習Ⅱ 【目的】救命救急センターまたは救命救急部において、初療または集中治療を受ける患者・

家族のケアについて臨地実習を通して倫理的問題を解決するために必要な実践、調整、コン

サルテーション、倫理調整、教育などの能力を養う。【概要】救命救急センターまたは救命

救急部において患者を受け持ち、アセスメントし看護計画を立案・実践し評価する。実習終

了後ケーススタディーを行い、より良い看護のあり方を検討する。

2

大学院看護学研究科 高見沢恵美子 41228 急性看護学実習Ⅲ 【目的】急性・重症患者看護専門看護師としての活動に必要な実践、調整、コンサルテー

ション、倫理調整、教育、研究などの能力を養う。【概要】集中治療を受けるクリティカル

期およびポストクリティカル期の患者・家族のケアについて、臨地で患者を受け持ち患者・

家族をアセスメントし必要な援助を計画・実施・評価する。実習終了後ケーススタディーを

作成し、よりよい看護を検討する。

6
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

学部学科 授業担当教員 授業コード 科目名 授業の目的と概要 単位数

大学院看護学研究科 高見沢恵美子、岡光京子、櫻井信

人、山内豊明

41009 フィジカルアセスメントⅠ 【目的】複雑な健康問題をもった対象の全身状況について、系統的に診査し臨床看護判断を

行うために必要な知識を学修する。【概要】対象の全身状態を知識に基づき理解し、フィジ

カルアセスメントに必要な技術を習得し、対象者の身体状態をアセスメントする能力を養

う。

2

大学院看護学研究科 櫻井信人 41250 精神看護学特論 【本授業の目的】精神医療の歴史的変遷、精神保健医療福祉制度の動向について理解を深

め、看護師に求められる役割、今後の展望について考察することを目的とする。【本授業の

概要】精神医療の歴史的変遷、精神保健医療福祉制度の動向に加え、心の理論やセルフケア

理論、リカバリーなどの概念を学び、支援方法を検討していく。

2

大学院看護学研究科 合

計

28

総計 721
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